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令和４年度診療報酬改定の今後のスケジュール
p１２⽉１０⽇：基本⽅針

p１２⽉２２⽇：改定率

p １⽉２６⽇：改定の個別項⽬（短冊）

p ２⽉９⽇：中医協答申
p本⽇の資料は答申をもとに作成しています

p ３⽉４⽇？：官報告⽰

p ４⽉１⽇：新点数運⽤

p１０⽉１⽇：後期⾼齢者の⼀部に２割負担導⼊

l３年間は激変緩和措置を適⽤
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事務作業の簡素化
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【その他】事務作業の簡素化
p研修の修了証等の取り扱い

u所定の研修を修了していることの確認を⽬的として、施設基準の届出の際に添付を求
めている修了証の写し等の⽂書について、届出様式中に当該研修を修了している旨を
記載すること等により施設基準の適合性が確認できる場合には、当該⽂書の添付を不
要とする

p選択式コメントの拡充

uレセプトの摘要欄に記載を求めている事項のうち、薬剤等について選択式記載に変更
する。

u⼀部の診療⾏為について、レセプト請求時にあらかじめ特定の検査値の記載を求める
ことにより、審査⽀払機関の審査におけるレセプトの返戻による医療機関の再請求に
係る事務負担軽減を図る。

p⼩児科外来診療料等に係る施設基準の届出の省略を⾏う
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基本診療料（初・再診料）

5



【基本診療料】オンライン資格確認システムの活⽤
p（新）電⼦的保健医療情報活⽤加算（⽉１回）

u初診料の場合 ７点
u特例措置 ３点（令和６年３⽉３１⽇まで、以下※参照）

u再診料の場合 ４点
u外来診療料の場合 ４点

u対象患者
uオンライン資格確認システムを活⽤する保険医療機関を受診した患者

u算定要件
u届出不要だが要件を満たすこと
uオンライン資格確認システムを利⽤して当該患者の診療情報等を取得した上で診療を⾏っ
た場合

u（※）初診の場合でオンライン資格確認システムでの当該患者の診療情報等の取得が
困難な場合⼜は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報等の提供を受けた場合
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【基本診療料】オンライン資格確認システムの活⽤
p（新）電⼦的保健医療情報活⽤加算（⽉１回）

u施設基準
uレセプトの電⼦請求を⾏っている（オンライン請求、光ディスク等）
u電⼦資格確認を⾏う体制を有している（オンライン資格確認システム端末）
u電⼦資格確認に関する事項を院内の⾒やすい場所に掲⽰している
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【基本診療料】感染症対策
p（新）外来感染対策向上加算 ６点（⽉１回）（要届出）（診療所のみ）

p（新）連携強化加算 ３点（⽉１回）（要届出）（診療所のみ）

p（新）サーベイランス強化加算 １点（⽉１回）（要届出）（診療所のみ）

u加算可能な項⽬
u以下の各項⽬において外来感染対策向上加算を算定した場合には、同⼀⽉に他の
項⽬を算定する場合であっても当該加算を算定することはできない
u初診料、再診料、⼩児科外来診療料、外来リハビリテーション診療料、外来放射線照
射診療料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、⼩児かかりつけ診療料、外来腫
瘍化学療法診療料、救急救命管理料、退院後訪問指導料、在宅患者訪問診療料
（Ⅰ）・（Ⅱ）、在宅患者訪問看護・指導料、同⼀建物居住者訪問看護・指導料、在
宅患者訪問点滴注射管理指導料、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料、在宅
患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者訪問栄養⾷事指導料、在宅患者緊急時等カンファ
レンス料、精神科訪問看護・指導料
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【基本診療料】感染症対策
p（新）外来感染対策向上加算（要届出）

u施設基準
u専任の院内感染管理者を配置
u院内に感染防⽌対策部⾨を設置し組織的に感染防⽌対策を実施する体制を整備
u感染対策向上加算１の届出医療機関⼜は地域の医師会と連携する
u診療所であること
u医療安全対策加算の医療安全管理部⾨をもって感染防⽌対策部⾨としても可
u当該部⾨内に、専任の医師、看護師⼜は薬剤師その他の医療有資格者が院内感染
管理者として配置されており、感染防⽌に係る⽇常業務を⾏う

u当該職員は医療安全対策加算の医療安全管理者とは兼任不可だが、院内感染防⽌
対策に掲げる業務は可

u感染防⽌対策の業務指針及び院内感染管理者の具体的な業務内容を整備
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【基本診療料】感染症対策
u外来感染対策向上加算の施設基準

u院内感染管理者は最新のエビデンスに基づき⼿順書を作成
u⾃院の実情に合わせた標準予防策、感染経路別予防策、職業感染予防策、疾患別感染
対策、洗浄・消毒・滅菌、抗菌薬適正使⽤等の内容を盛り込み各部署に配布

u⼿順書は定期的に新しい知⾒を取り⼊れ改訂する
u院内感染管理者は、職員を対象として少なくとも年２回程度、定期的に院内感染
対策に関する研修を⾏う
u安全管理の体制確保のための職員研修とは別に⾏う

u院内感染管理者は少なくとも年２回程度、感染対策向上加算１の届出医療機関⼜
は地域の医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参
u複数の感染対策向上加算１の届出医療機関と連携する場合は、全ての連携している医
療機関が開催するカンファレンスにそれぞれ少なくとも年１回程度参加し、合わせて
年２回以上参加。また、感染対策向上加算１の届出医療機関⼜は地域の医師会が主催
する新興感染症の発⽣等を想定した訓練について、少なくとも年１回参加
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【基本診療料】感染症対策
u外来感染対策向上加算の施設基準

u院内の抗菌薬の適正使⽤について、連携する感染対策向上加算１の届出医療機関
⼜は地域の医師会から助⾔等を受ける。また、細菌学的検査を外部委託している
場合は、薬剤感受性検査に関する詳細な契約内容を確認し、検査体制を整えてお
くなど、「中⼩病院における薬剤耐性菌アウトブレイク対応ガイダンス」に沿っ
た対応を⾏う

u院内感染管理者は１週間に１回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例の把
握を⾏うとともに、院内感染防⽌対策の実施状況の把握・指導を⾏う

u院内の⾒やすい場所に、院内感染防⽌対策に関する取組事項を掲⽰
u新興感染症の発⽣時等に、都道府県等の要請を受けて発熱患者の外来診療等を実
施する体制を有し、そのことについてホームページ等により公開

u新興感染症の発⽣時等に、発熱患者の診療を実施することを念頭に、発熱患者の
動線を分けることができる体制を有する
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【基本診療料】感染症対策
u外来感染対策向上加算の施設基準

u「抗微⽣物薬適正使⽤の⼿引き」（厚⽣労働省健康局結核感染症課）を参考に、
抗菌薬の適正な使⽤の推進に資する取組を⾏っている

u新興感染症の発⽣時等や院内アウトブレイクの発⽣時等の有事の際の対応につい
て、連携する感染対策向上加算１の届出医療機関等とあらかじめ協議し、地域連
携に係る⼗分な体制が整備されている

u感染対策向上加算（⼊院）に係る届出を⾏っていない診療所
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【基本診療料】感染症対策
p（新）外来感染対策向上加算（要届出）

u施設基準
u他院（感染対策向上加算１の届出医療機関に限る）との連携体制を確保
u外来感染対策向上加算に係る届出を⾏っている保険医療機関である
u連携する感染対策向上加算１の届出医療機関に対し、過去１年間に４回以上感染症の発⽣
状況、抗菌薬の使⽤状況等について報告を⾏っている

p（新）サーベイランス強化加算（要届出）

u施設基準
u地域において感染防⽌対策に資する情報を提供する体制が整備されている
u外来感染対策向上加算に係る届出を⾏っている保険医療機関である
u院内感染対策サーベイランス（JANIS）、感染対策連携共通プラットフォーム（J-SIPHE）
等、地域や全国のサーベイランスに参加している
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【基本診療料】地域包括診療加算の⾒直し
p地域包括診療加算、地域包括診療料

u対象疾患の追加
u⾼⾎圧症、糖尿病、脂質異常症、慢性⼼不全、慢性腎臓病（慢性維持透析を⾏っていない
ものに限る）及び認知症の６疾病のうち２つ以上（疑いは除く）を有する者

u算定要件の⾒直し
u当該患者を診療する担当医を決め、担当医は慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した
うえで指導及び診療を⾏った場合に算定。なお、服薬、運動、休養、栄養、喫煙、家庭で
の体重や⾎圧の計測、飲酒、その他療養上の問題点等に係る⽣活⾯の指導は、必要に応じ
当該医師の指⽰を受けた看護師や管理栄養⼠、薬剤師の実施でも差し⽀えない

u当該患者に対し、以下の指導、服薬管理等を⾏うこと。ア〜ケ（略）
uコ、必要に応じ、患者の予防接種の実施状況を把握すること等により、当該患者からの予防接
種に係る相談に対応すること。

u院内掲⽰で以下を周知し、患者の求めがあった場合に適切に対応すること。ア・イ（略）
uウ、予防接種に係る相談を⾏っていること。

14



【基本診療料】機能強化加算の⾒直し
p地域の医療提供体制において担うべきかかりつけ医機能の明確化

u算定要件
u外来医療における適切な役割分担を図り、専⾨医療機関への受診の要否の判断等を含むよ
り的確で質の⾼い診療機能を評価

u（新）かかりつけ医機能を担う医療機関として、必要に応じ、患者に対して以下の対応を
⾏うとともに、当該対応を⾏うことができる旨を院内及びホームページ等に掲⽰し、必要
に応じて患者に対して説明すること。

u患者が受診している他院及び処⽅されている医薬品を把握し、必要な管理を⾏うとともに、診
療録に記載

u上記は必要に応じ、担当医の指⽰を受けた看護職員等が情報の把握を⾏うことも可能
u専⾨医師⼜は専⾨医療機関への紹介を⾏う
u健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じる
u保健・福祉サービスに係る相談に応じる
u診療時間外を含む、緊急時の対応⽅法等に係る情報提供を⾏う
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【基本診療料】機能強化加算の⾒直し
u施設基準

u（新）適切な受診につながるような助⾔及び指導を⾏うこと等、質の⾼い診療機
能を有する体制が整備されていること。

u地域において包括的な診療を担う医療機関であることについて、当該保険医療機
関の⾒やすい場所及びホームページ等に掲⽰する等の取組を⾏っていること。

u次のいずれかを満たしている
uア、地域包括診療加算１に係る届出を⾏っている
uイ、以下のいずれも満たす

u（イ）地域包括診療加算２に係る届出を⾏っている
u（ロ）直近１年間において、次のいずれかを満たしている

u①地域包括診療加算２を算定した患者が３⼈以上
u②在宅患者訪問診療料（Ⅰ)の「１」、在宅患者訪問診療料（Ⅱ)（注
１のイの場合に限る)⼜は往診料を算定した患者の数の合計が３⼈以上
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【基本診療料】機能強化加算の⾒直し
u施設基準

u次のいずれかを満たしている（前ページからの続き）
uウ、地域包括診療料１に係る届出を⾏っている
uエ、以下のいずれも満たすもの

u（イ）地域包括診療料２に係る届出を⾏っている
u（ロ）直近１年間において、次のいずれかを満たしていること。

u①地域包括診療料２を算定した患者が３⼈以上
u②在宅患者訪問診療料（Ⅰ)の「１」、在宅患者訪問診療料（Ⅱ)（注１のイの
場合に限る)⼜は往診料を算定した患者の数の合計が３⼈以上

uオ、⼩児かかりつけ診療料に係る届出を⾏っている
uカ、在宅時医学総合管理料⼜は施設⼊居時等医学総合管理料に係る届出を
⾏っている保険医療機関であって、第９在宅療養⽀援診療所の１(1)若しくは
(2)に該当する診療所⼜は第14の２在宅療養⽀援病院の１(1)若しくは(2)に該当
する病院である
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【基本診療料】機能強化加算の⾒直し
u施設基準

u次のいずれかを満たしている（前ページからの続き）
uキ、在宅時医学総合管理料⼜は施設⼊居時等医学総合管理料に係る届出を⾏っている
保険医療機関であって、第９在宅療養⽀援診療所の１(3)に該当する診療所並びに第14
の２在宅療養⽀援病院の１(3)に該当する病院であり、以下のいずれかを満たしている

u（イ）第９在宅療養⽀援診療所の１(3)に該当する診療所であって、以下のいずれかを満た
していること。なお、緊急の往診の実績及び在宅における看取りの実績等の取扱いについ
ては、第９在宅療養⽀援診療所と同様である。

u①第９在宅療養⽀援診療所の１(1)コに掲げる過去１年間の緊急の往診の実績が３件以
上

u②第９在宅療養⽀援診療所の１(1)サに掲げる過去１年間の在宅における看取りの実績
が１件以上⼜は過去１年間の15歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在宅医療の
実績が１件以上
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【基本診療料】機能強化加算の⾒直し
u施設基準

u次のいずれかを満たしている（前ページからの続き）
uキ、在宅時医学総合管理料⼜は施設⼊居時等医学総合管理料に係る届出を⾏っている
保険医療機関であって、第９在宅療養⽀援診療所の１(3)に該当する診療所並びに第14
の２在宅療養⽀援病院の１(3)に該当する病院であり、以下のいずれかを満たしている

u（ロ）第14の２在宅療養⽀援病院の１(3)に該当する病院であって、以下のいずれかを満た
していること。なお、緊急の往診の実績及び在宅における看取りの実績等の取扱いについ
ては、第14の２在宅療養⽀援病院と同様である。

u①第14の２在宅療養⽀援病院の１(1)シ①に掲げる過去１年間の緊急の往診の実績⼜は
１(1)シ②に掲げる在宅療養⽀援診療所等からの要請により患者の緊急受⼊を⾏った実
績の合計が直近１年間で３件以上

u②第14の２在宅療養⽀援病院の１(1)スに掲げる過去１年間の在宅における看取りの実
績が１件以上⼜は過去１年間の15歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在宅医療
の実績が１件以上
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【基本診療料】機能強化加算の⾒直し
u施設基準

u地域における保健・福祉・⾏政サービス等に係る対応として、以下のいずれかを
⾏っている常勤の医師を配置している
uア、介護保険制度の利⽤等に関する相談への対応及び要介護認定に係る主治医意⾒書
の作成を⾏っている

uイ、警察医として協⼒している
uウ、⺟⼦保健法に規定する乳幼児の健康診査（市町村を実施主体とする１歳６か⽉、
３歳児等の乳幼児の健康診査)を実施している

uエ、予防接種法に規定する予防接種（定期予防接種)を実施している
uオ、幼稚園の園医、保育所の嘱託医⼜は⼩学校、中学校若しくは⾼等学校の学校医に
就任している

uカ、「地域包括⽀援センターの設置運営について」に規定する地域ケア会議に出席し
ている

uキ、通いの場や講演会等の市町村が⾏う⼀般介護予防事業に協⼒している
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【基本診療料】機能強化加算の⾒直し
u施設基準

u地域におけるかかりつけ医機能として、健康診断の結果等の健康管理に係る相談、
保健・福祉サービスに関する相談、夜間・休⽇の問い合わせへの対応及び必要に
応じた専⾨医⼜は専⾨医療機関への紹介を⾏っている医療機関であることを、当
該医療機関の⾒やすい場所及びホームページ等に掲⽰している

u届出に関する事項
u届出は別添７の２を⽤いる
u令和４年３⽉３１⽇時点で機能強化加算に係る届出を⾏っている保険医療機関については、
令和４年９⽉３０⽇までの間に限り、１の(2)のイの（ロ）、エの（ロ）及びキ、(3)並び
に(4)の基準を満たしているものとする
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医 学 管 理 料
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【医学管理料】点数表の⾒出しの変更
p第１部 医学管理等 通則

u１ 医学管理等の費⽤は、第１節の各区分の所定点数により算定する。
u２ 医学管理等に当たって、プログラム医療機器等の使⽤に係る医学管理を⾏った場
合⼜は別に厚⽣労働⼤⾂が定める保険医療材料（以下この部において「特定保険医療
材料」という。）を使⽤した場合は、前号により算定した点数及び第２節⼜は第３節
の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。

p（新）第１節 医学管理料等 （略）

p（新）第２節 プログラム医療機器等医学管理加算 （略）

p（新）第３節 特定保険医療材料料

u材料価格を10円で除して得た点数
u注 使⽤した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚⽣労働⼤⾂が定める。
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【医学管理料】診療情報提供料（Ⅰ）の⾒直し
p⻭科医療機関連携加算１の要件⾒直し

u保険医療機関（⻭科診療を⾏う保険医療機関を除く）が、⻭科を標榜する保険医療機
関に対して、当該⻭科を標榜する保険医療機関において⼝腔内の管理が必要であると
判断した患者に関する情報提供を、以下のア⼜はイにより⾏った場合に算定する。な
お、診療録に情報提供を⾏った⻭科医療機関名を記載すること。
uア、⻭科を標榜していない病院が、医科点数表第2章第10部⼿術の第1節第6款、第7款及び
第9款に掲げる悪性腫瘍⼿術(病理診断により悪性腫瘍であることが確認された場合に限る)
⼜は第8款に掲げる⼼・脈管系(動脈・静脈を除く)の⼿術、⼈⼯関節置換術若しくは⼈⼯関
節再置換術(股関節に対して⾏うものに限る)⼜は造⾎幹細胞移植の⼿術を⾏う患者につい
て、⼿術前に⻭科医師による周術期⼝腔機能管理の必要性を認め、⻭科を標榜する保険医
療機関に対して情報提供を⾏った場合

uイ、在宅療養⽀援診療所⼜は在宅療養⽀援病院に属する医科の保険医療機関⼜は医科⻭科
併設の保険医療機関の医師が、訪問診療を⾏った栄養障害を有する患者⼜は摂⾷機能障害
を有する患者について、⻭科訪問診療の必要性を認め、在宅⻭科医療を⾏う、⻭科を標榜
する保険医療機関に対して情報提供を⾏った場合
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【医学管理料】診療情報提供料（Ⅲ）の名称変更
p診療情報提供料（Ⅲ） ⇒ 連携強化診療情報提供料

u算定回数の⾒直し
u提供する保険医療機関ごとに患者１⼈につき⽉３回に限り算定 ⇒ ⽉１回へ

u算定要件
u（新）紹介受診重点医療機関が他の保険医療機関（許可病床の数が２００床未満の病院⼜
は診療所に限る）から紹介された患者について、当該患者を紹介した他の保険医療機関か
らの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を⽰す⽂書を提供した場合にも算定可能に

u（新）別に厚⽣労働⼤⾂が定める施設基準を満たす保険医療機関で、他院から紹介された
指定難病の患者⼜はてんかんの患者（当該疾病が疑われる患者を含む）について、当該患
者を紹介した他の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を⽰す⽂
書を提供した場合（初診料を算定する⽇を除く。ただし、当該保険医療機関に次回受診す
る⽇の予約を⾏った場合はこの限りではない）に、提供する保険医療機関ごとに患者１⼈
につき⽉１回に限り算定
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【医学管理料】⽣活習慣病管理料の⾒直し
p1、処⽅箋を交付する場合

u脂質異常症を主病とする場合 ６５０点
u⾼⾎圧症を主病とする場合 ７００点
u糖尿病を主病とする場合 ８００点

p２、１以外の場合
u脂質異常症を主病とする場合 １,１７５点
u⾼⾎圧症を主病とする場合 １,０３５点
u糖尿病を主病とする場合 １,２８０点

p（改）⽣活習慣病管理料
u脂質異常症を主病とする場合 ５７０点
u⾼⾎圧症を主病とする場合 ６２０点
u糖尿病を主病とする場合 ７２０点

26

u投薬を出来⾼とし点数を⼀本化
u⽣活習慣に関する総合的な治療管理は、看護師、薬剤師、管理栄養⼠等の多職種と連携して
実施しても差し⽀えないことを明記

u糖尿病⼜は⾼⾎圧症の患者について管理⽅針を変更した場合に、患者数の定期的な記録を求
めないこととする



【医学管理料】⽣活習慣病管理料の加算新設
p⽣活習慣病管理料 外来データ提出加算 ５０点（要届出）

u算定要件
u⾃院の診療報酬の請求状況、⽣活習慣病の治療管理の状況等の診療の内容に関するデータ
を継続して厚⽣労働省に提出している場合

u施設基準
u外来患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が
整備されていること。

uデータ提出加算に係る届出を⾏っていない保険医療機関であること。

※「外来医療等のデータ」については、令和５年10⽉診療分をめどにデータ提出を

受け付ける⽅向で対応する。
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【医学管理料】外来栄養⾷事指導料の⾒直し
p外来栄養⾷事指導料１

u初回 ２６０点
u２回⽬以降

u対⾯で⾏った場合 ２００点
u情報通信機器を⽤いた場合 １８０点

p外来栄養⾷事指導料２
u初回 ２５０点
u２回⽬以降 １９０点

p外来栄養⾷事指導料１
u初回

u対⾯で⾏った場合 ２６０点
u情報通信機器等を⽤いた場合 ２３５点

u２回⽬以降
u対⾯で⾏った場合 ２００点
u情報通信機器等を⽤いた場合 １８０点

p外来栄養⾷事指導料２
u初回

u対⾯で⾏った場合 ２５０点
u情報通信機器等を⽤いた場合 ２２５点

u２回⽬以降
u対⾯で⾏った場合 １９０点
u情報通信機器等を⽤いた場合 １７０点

28

※初回から情報通信機器を⽤いることが可能に
※初回の指導を⾏った⽉は⽉２回
※その他の⽉は⽉１回算定



【医学管理料】⼩児かかりつけ診療料の再編
p⼩児かかりつけ診療料１

u処⽅箋を交付する場合
u初診時 ６３１点 ⇒ ６４１点
u再診時 ４３８点 ⇒ ４４８点

u処⽅箋を交付しない場合
u初診時 ７４８点 ⇒ ７５８点
u再診時 ５５６点 ⇒ ５６６点

p（新）⼩児かかりつけ診療料２
u処⽅箋を交付する場合

u初診時 ６３０点
u再診時 ４３７点

u処⽅箋を交付しない場合
u初診時 ７４７点
u再診時 ５５５点

29

u⼩児かかりつけ診療料の施設基準
u⼩児科を標榜している医療機関
u⼩児の患者のかかりつけ医として療養上必要な指導等を⾏うにつき必要な体制を整備
u⾃院の表⽰する診療時間以外の時間に、患者⼜はその家族等から電話等により療養に関する
意⾒を求められた場合に、⼗分な対応ができる体制を整備



【医学管理料】⼩児かかりつけ診療料の施設基準⾒直し
p⼩児かかりつけ診療料１の施設基準

u以下の項⽬のうち、２つ以上に該当すること。
u在宅当番医制等により、初期⼩児救急医療に参加し、休⽇⼜は夜間の診療を⽉1回以上の
頻度で⾏っていること

u⺟⼦保健法(昭和40年法律第141号)第12条⼜は13条の規定による乳幼児の健康診査(市町村
を実施主体とする1歳6か⽉、3歳児等の乳幼児の健康診査)を実施していること

u予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による予防接種(定期予防接種)を実施
していること

u過去1年間に15歳未満の超重症児⼜は準超重症児に対して在宅医療を提供した実績を有し
ていること

u幼稚園の園医、保育所の嘱託医⼜は⼩学校若しくは中学校の学校医に就任していること。
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【医学管理料】⼩児かかりつけ診療料の施設基準⾒直し
p⼩児かかりつけ診療料２の施設基準

u１の(1)、(2)及び(4)の基準を全て満たしていること。
u次のいずれかの基準を満たしていること。

u時間外対応加算３に係る届出を⾏っている
u在宅当番医制等により、初期⼩児救急医療に参加し、休⽇⼜は夜間の診療を年６回以上の
頻度で⾏っている

p⼩児科外来診療料

u届出が不要になった
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【医学管理料】診療情報提供料（Ⅰ）の⾒直し
p情報提供先の追加

u児童相談所
p対象患者の追加

u⼩児慢性特定疾病医療⽀援の対象である患者
uアナフィラキシーの既往歴のある患者若しくは⾷物アレルギー患者

u保険医療機関が提供する⽣活管理指導表のアナフィラキシーありに該当する患者若しくは
⾷物アレルギーあり（除去根拠のうち、⾷物経⼝負荷試験陽性⼜はＩｇＥ抗体等検査結果
陽性に該当する者に限る）に該当する患者について、当該患者が通学する義務教育諸学校
の学校医等に対して、当該義務教育諸学校において患者が⽣活するに当たり必要な診療情
報を提供した場合に算定

u⾷物アレルギー患者については、当該義務教育諸学校からの求めに応じて必要な診療情報
を提供した場合に算定
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【医学管理料】診療情報提供料（Ⅰ）の⾒直し33



【医学管理料】診療情報提供料（Ⅰ）の⾒直し34



【医学管理料】療養・就労両⽴⽀援指導料の⾒直し
p療養・就労両⽴⽀援指導料の⾒直し

u対象疾患の追加
u悪性新⽣物、脳梗塞、脳出⾎、くも膜下出⾎その他の急性発症した脳⾎管疾患、肝疾患
（経過が慢性なものに限る）、⼼疾患、糖尿病、若年性認知症、指定難病、その他これに
準ずる疾患

p情報提供先の追加

u産業医、総括安全衛⽣管理者、衛⽣管理者若しくは安全衛⽣推進者若しくは衛⽣推進者⼜は
労働者の健康管理等を⾏う保健師
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【医学管理料】がん患者指導管理料の⾒直し
pがん患者指導管理料（要届出）

uイ、医師が看護師と共同して診療⽅針等について話し合い、その内容を⽂書等により提供し
た場合（点数変更なし）
u算定要件の⾒直し

u（略）保険医が看護師と共同して、診療⽅針等について⼗分に話し合い、その内容を⽂書等に
より提供した場合⼜は⼊院中の患者以外の末期の悪性腫瘍の患者に対して、当該患者の同意を
得て、当該保険医療機関の保険医が看護師と共同して、診療⽅針等について⼗分に話し合った
上で、当該診療⽅針等に関する当該患者の意思決定に対する⽀援を⾏い、その内容を⽂書等に
より提供した場合に、患者１⼈につき１回（略）算定

u施設基準の⾒直し
u①がん患者に対して指導管理を⾏うにつき⼗分な体制が整備されていること。
u②当該保険医療機関において、適切な意思決定⽀援に関する指針を定めていること。

u経過措置
u令和４年３⽉31⽇時点でがん患者指導管理料イに係る届出を⾏っている保険医療機関について
は、同年９⽉30⽇までの間に限り、第三の⼆の(12)のイの②の基準を満たしているものとする
（⼊院中の患者以外の末期の悪性腫瘍の患者に係る場合を除く）
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【医学管理料】がん患者指導管理料の⾒直し
pがん患者指導管理料（要届出）

uロ、医師、看護師⼜は公認⼼理師が⼼理的不安を軽減するための⾯接を⾏った場合
（点数変更なし）
u対象職種の追加

u（略）当該患者の同意を得て、当該保険医療機関の保険医⼜は当該保険医の指⽰に基づき看護
師若しくは公認⼼理師が、患者の⼼理的不安を軽減するための⾯接を⾏った場合に、患者１⼈
につき６回に限り算定する。

u施設基準の⾒直し
uア悪性腫瘍と診断された患者に対して、患者の⼼理状態に⼗分配慮された環境で、がん診療の
経験を有する医師、がん患者の看護に従事した経験を有する専任の看護師⼜はがん患者への⼼
理⽀援に従事した経験を有する専任の公認⼼理師が（略）分かりやすく説明するよう努める

uイ（略）
uウ看護師⼜は公認⼼理師が実施した場合は、アに加えて、指導を⾏った看護師⼜は公認⼼理師
が、当該患者の診療を担当する医師に対して、患者の状態、指導内容等について情報提供等を
⾏わなければならない。

37



【医学管理料】⼆次性⾻折予防継続管理料の新設
p（新）⼆次性⾻折予防継続管理料（要届出）

pイ、⼆次性⾻折予防継続管理料１ １１,０００点
pロ、⼆次性⾻折予防継続管理料２ ２,７５０点
pハ、⼆次性⾻折予防継続管理料３ ３,５００点

u対象患者
uイ、⼤腿⾻近位部⾻折を発症し、⼿術治療を担う保険医療機関の⼀般病棟に⼊院している
患者であって、⾻粗鬆症の有無に関する評価及び必要な治療等を実施したもの

uロ、イを算定していた患者であって、リハビリテーション医療等を担う病棟において継続
的に⾻粗鬆症に関する評価及び治療等を実施したもの

uハ、イを算定していた患者であって、外来において継続的に⾻粗鬆症に関する評価及び治
療等を実施したもの
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【医学管理料】⼆次性⾻折予防継続管理料の新設
p（新）⼆次性⾻折予防継続管理料

u算定要件
uイは⼊院している患者で、⼤腿⾻近位部⾻折に対する⼿術を⾏ったものに、⼆次性⾻折の予防を⽬
的として⾻粗鬆症の計画的な評価及び治療等を⾏った場合に、当該⼊院中○○回に限り算定

uロは⼊院している患者で、他の保険医療機関においてイを算定したものに対して、継続して⾻粗鬆
症の計画的な評価及び治療等を⾏った場合に、当該⼊院中○○回に限り算定

uハは⼊院中の患者以外の患者で、イを算定したものに対して、継続して⾻粗鬆症の計画的な評価及
び治療等を⾏った場合に、初回算定⽇の属する⽉から起算して○○年を限度に⽉○○回に限り算定

uイについては、関係学会より⽰されている「⾻折リエゾンサービス（FLS）クリニカルスタンダー
ド」及び「⾻粗鬆症の予防と治療ガイドライン」に沿った適切な評価及び治療等が実施された場合
に算定

uロ及びハについては、関係学会より⽰されている「⾻折リエゾンサービス（FLS）クリニカルスタン
ダード」及び「⾻粗鬆症の予防と治療ガイドライン」に沿った適切な評価及び⾻粗鬆症の治療効果
の判定等、必要な治療を継続して実施した場合に算定

u診療に当たっては、⾻量測定、⾻代謝マーカ−、脊椎エックス線写真等による必要な評価を⾏う
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【医学管理料】⼆次性⾻折予防継続管理料の新設
p（新）⼆次性⾻折予防継続管理料

u施設基準
u⾻粗鬆症の診療を⾏うにつき⼗分な体制が整備されていること。
u当該体制において、⾻粗鬆症の診療を担当する医師、看護師及び薬剤師が適切に配置され
ていること。

uイの施設基準に係る病棟については、急性期⼀般⼊院基本料、地域⼀般⼊院基本料⼜は７
対１⼊院基本料若しくは１０対１⼊院基本料（特定機能病院⼊院基本料（⼀般病棟に限
る。）⼜は専⾨病院⼊院基本料に限る。）に係る届出を⾏っている保険医療機関の病棟で
あること。

uロの施設基準に係る病棟については、地域包括ケア病棟⼊院料、地域包括ケア病棟⼊院医
療管理料⼜は回復期リハビリテーション病棟⼊院料に係る届出を⾏っている保険医療機関
の病棟であること。
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【医学管理料】アレルギー性⿐炎免疫療法治療管理料の新設
p（新）アレルギー性⿐炎免疫療法治療管理料（⽉１回）

uイ、１⽉⽬ ２８０点
uロ、２⽉⽬以降 ２５点

u算定要件
u要件を満たせば届出は不要
u⼊院中の患者以外のアレルギー性⿐炎の患者
uアレルゲン免疫療法による治療の必要を認め、治療内容等に係る説明を⽂書を⽤いて⾏い、当
該患者の同意を得た上で、アレルゲン免疫療法による計画的な治療管理を⾏った場合

41



【医学管理料】下肢創傷処置管理料の新設
p（新）下肢創傷処置管理料 ５００点（⽉１回）（要届出）

u算定要件
u要届出
u⼊院中の患者以外の患者
u下肢の潰瘍を有するものに対して、下肢創傷処置に関する専⾨の知識を有する医師が、計
画的な医学管理を継続して⾏い、かつ、療養上必要な指導を⾏った場合

u下肢創傷処置を算定した⽇の属する⽉に⽉１回に限り算定
u糖尿病合併症管理料は別に算定不可

p（新）下肢創傷処置
u１、⾜部（踵を除く)の浅い潰瘍 １３５点
u２、⾜趾の深い潰瘍⼜は踵部の浅い潰瘍 １４７点
u３、⾜部（踵を除く)の深い潰瘍⼜は踵部の深い潰瘍 ２７０点
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【医学管理料】ニコチン依存症管理料の加算新設
p（新）禁煙治療補助システム指導管理加算 １４０点

u算定要件
u要届出
uニコチン依存症管理料の１のイ⼜は２を算定する患者
u禁煙治療補助システムに係る指導管理を⾏った場合
u当該管理料を算定した⽇に１回に限り加算

p（新）禁煙治療補助システム加算 ２,４００点

u禁煙治療補助システムを使⽤した場合
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【医学管理料】その他
p認知症専⾨診断管理料２

u対象となる医療機関に連携型の認知症疾患医療センターを追加

p⼩児運動器疾患指導管理料
u対象患者の年齢を１２歳未満から２０歳未満に拡⼤

p⾼度難聴指導管理料
u⼈⼯内⽿植込術を⾏った患者以外の患者に係る算定上限回数を年１回までに変更
u指導を⾏う⽿⿐咽喉科の医師に係る要件⾒直し

u当該常勤⼜は⾮常勤の⽿⿐咽喉科の医師は、補聴器に関する指導に係る適切な研修を修了
した医師であることが望ましい
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在 宅 医 療
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【在宅】外来在宅共同指導料の新設
p（新）外来在宅共同指導料（患者１⼈につき１回）

u外来在宅共同指導料１ ４００点
u在宅での療養を担う医療機関が算定

u外来在宅共同指導料２ ６００点
u外来医療を担っていた医療機関が算定

u対象患者
u外来で継続して４回以上外来を受診していた患者で、在宅での療養を⾏う患者

u他の保険医療機関、社会福祉施設、介護⽼⼈保健施設、介護医療院、特別養護⽼⼈
ホーム、軽費⽼⼈ホーム、有料⽼⼈ホーム⼜はサービス付き⾼齢者向け住宅その他施
設等に⼊院若しくは⼊所する患者は対象外
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【在宅】外来在宅共同指導料の新設
p（新）外来在宅共同指導料

u算定要件
u外来在宅共同指導料１は、保険医療機関の外来において継続的に診療を受けてい
る患者について、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医が、当該患者
の同意を得て、患家等を訪問して、在宅での療養上必要な説明及び指導を、外来
において当該患者に対して継続的に診療を⾏っている保険医療機関の保険医と共
同して⾏った上で、⽂書により情報提供した場合に、患者１⼈につき１回に限り、
当該患者の在宅療養を担う保険医療機関において算定する。

u外来在宅共同指導料２は、指導料１の場合において、当該患者に対して外来で継
続的に診療を⾏っている保険医療機関で患者１⼈につき１回に限り算定する。
u当該保険医療機関の保険医が、在宅での療養上必要な説明及び指導を情報通信機器を
⽤いて⾏った場合も算定可

u初診料、再診料、外来診療料、往診料、在宅患者訪問診療料（Ⅰ）、在宅患者訪問診
療料（Ⅱ）は別に算定不可
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【在宅】機能強化型在宅療養⽀援診療所の要件追加
p機能強化型（連携型含む）在宅療養⽀援診療所・在宅療養⽀援病院

u施設基準
u次の(１)から(３)までのいずれかに該当するもの（中略）

u当該診療所単独で以下の要件のいずれにも該当し、緊急時の連絡体制及び２４時間往
診できる体制等を確保していること。 ア〜ク （略）

uケ、年に１回、在宅看取り数及び地域ケア会議等への出席状況等を別添２の様式11の
３を⽤いて、地⽅厚⽣（⽀）局⻑に報告していること。 コ〜シ （略）

u（新）ス、市町村が実施する在宅医療・介護連携推進事業等において、在宅療養⽀援
診療所以外の診療所及び介護保険施設等と連携し、地域ケア会議、在宅医療・介護に
関するサービス担当者会議⼜は病院若しくは介護保険施設等で実施される他職種連携
に係る会議に出席していることが望ましいこと。

u（新）セ、在宅療養移⾏加算を算定する診療所の往診体制及び連絡体制の構築に協⼒
していることが望ましいこと。

u（新）ワ、当該診療所において、適切な意思決定⽀援に関する指針を定めていること。
uACPについては９⽉３０⽇まで経過措置
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【在宅】在宅療養⽀援診療所の加算新設
p在宅時医学総合管理料、施設⼊居時等医学総合管理料、在宅がん医療総合診療料

u在宅データ提出加算 ５０点（要届出）
u算定要件

u⾃院の診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデータを継続して厚⽣労働省に提出している
場合

u施設基準
u在宅患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備
されていること。

uデータ提出加算に係る届出を⾏っていない保険医療機関であること。

※「外来医療等のデータ」については、令和５年10⽉診療分をめどにデータ提出を受け付ける
⽅向で対応する。
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【在宅】継続診療加算の名称変更と再編
p継続診療加算 ⇒ 在宅療養移⾏加算

p在宅療養移⾏加算１ ２１６点

p（新）在宅療養移⾏加算２ １１６点

u算定要件
u診療所のみ
u⾃院の外来を４回以上受診後に訪問診療に移⾏した患者に対して訪問診療を実施した場合
u在⽀診以外の在宅時医学総合管理料・施設⼊居時等医学総合管理料を算定する患者
u当該患者の同意を得て、⾃院⼜は他院等との連携により、常時往診を⾏う体制等を確保し
た上で訪問診療を⾏った場合
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【在宅】継続診療加算の名称変更と再編
u在宅療養移⾏加算１の算定要件

u以下の全ての要件を満たして訪問診療を実施した場合に算定
u在宅療養移⾏加算１を算定して訪問診療及び医学管理を⾏う⽉のみ以下の体制を確保すれ
ばよく、地域医師会等の協⼒を得て（イ）⼜は（ロ）に規定する体制を確保することでも
差し⽀えない。

u（イ）当該医療機関単独⼜は連携する他の医療機関の協⼒により、２４時間の往診体制及び２
４時間の連絡体制を有していること

u（ロ）訪問看護が必要な患者に対し、当該保険医療機関、連携する他の医療機関⼜は連携する
訪問看護ステーションが訪問看護を提供する体制を確保していること

u（ハ）当該医療機関⼜は連携する医療機関の連絡担当者の⽒名、診療時間内及び診療時間外の
連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等並びに往診担当医の⽒名等について、患者⼜は患者の
家族に⽂書により提供し説明していること
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【在宅】継続診療加算の名称変更と再編
u（新）在宅療養移⾏加算２の算定要件

u（新)以下の全ての要件を満たして訪問診療を実施した場合に算定
u在宅療養移⾏加算２を算定して訪問診療及び医学管理を⾏う⽉のみ以下の体制を確保すればよ
く、市町村や地域医師会との協⼒により（イ）⼜は（ロ）に規定する体制を確保することでも
差し⽀えない。

u（イ）往診が必要な患者に対し、当該医療機関⼜は連携する他の医療機関が往診を提供する体
制を有していること。

u（ロ）当該医療機関単独⼜は連携する他の医療機関の協⼒により、２４時間の連絡体制を有し
ていること。

u（ハ）訪問看護が必要な患者に対し、当該保険医療機関、連携する他の医療機関、連携する訪
問看護ステーションが訪問看護を提供する体制を確保していること。

u（ニ）当該医療機関⼜は連携する医療機関の診療時間内及び診療時間外の連絡先電話番号等、
緊急時の注意事項等について、患者⼜は患者の家族に⽂書により提供し説明していること。
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【在宅】在宅がん医療総合診療料の加算新設
p（新）在宅がん医療総合診療料 ⼩児加算 １、０００点（週１回）

u算定要件
u１５歳未満の⼩児（⼩児慢性特定疾病医療⽀援の対象者は２０歳未満）に対して総合的な
医療を提供した場合

p往診料 緊急往診加算の要件追加
u算定要件

u患者⼜は現にその看護に当たっている者からの訴えにより、速やかに往診しなければなら
ないと判断した場合をいい、具体的には、往診の結果、急性⼼筋梗塞、脳⾎管障害、急性
腹症等が予想される場合（１５歳未満の⼩児（⼩児慢性特定疾病医療⽀援の対象者は２０
歳未満）については、これに加えて、低体温、けいれん、意識障害、急性呼吸不全等が予
想される場合）をいう。また、医学的に終末期であると考えられる患者（⾃院⼜は⾃院と
連携する保険医療機関が訪問診療を提供している患者に限る）に対して往診した場合にも
緊急往診加算を算定できる。
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【在宅】訪問看護指⽰料・精神科訪問看護指⽰料の加算新設
p⼿順書加算患者 １５０点（６⽉に１回）

u算定要件
u当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が診療に基づき、訪問看護において専
⾨の管理の必要を認め、当該患者の同意を得て当該患者の選定する訪問看護ステーション
等の看護師（規定の研修を修了した者に限る）に対して⼿順書を交付した場合

u訪問看護において専⾨の管理を必要とするもの
u気管カニューレの交換
u胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル⼜は胃ろうボタンの交換
u膀胱ろうカテーテルの交換
u褥瘡⼜は慢性創傷の治療における⾎流のない壊死組織の除去
u創傷に対する陰圧閉鎖療法
u持続点滴中の⾼カロリー輸液の投与量の調整
u脱⽔症状に対する輸液による補正
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【在宅】その他
p呼吸同調式デマンドバルブ加算 ３００点 ⇒ ２９１点

p排痰補助装置加算 １，８００点 ⇒ １，８２９点
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検 査
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【検査】新設項⽬
pトリプシノーゲン２（尿） １０５点

pⅣ型コラーゲン（尿） １８４点
p関節液検査 ５０点

pＤＮＡ含有⾚⾎球計数検査 ４０点

pプロステートヘルスインデックス（phi） ２８１点

p超⾳波減衰法検査 ２００点

p⾻塩定量検査ＲＥＭＳ法（腰椎） １４０点

u⼤腿⾻同時検査加算 ５５点
pビデオヘッドインパルス検査 ３００点
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【検査】新設項⽬
p⾎液ガス分析

u（新）注⾎液ガス分析は当該保険医療機関内で⾏った場合に算定する
pグロブリンクラス別ウイルス抗体価

u（新）注同⼀検体についてグロブリンクラス別ウイルス抗体価の測定を⾏った場合は、
２項⽬を限度として算定する

p⼤腸内視鏡検査
uバルーン内視鏡加算 ４５０点

u１のハについてバルーン内視鏡を⽤いて⾏った場合
u内視鏡的留置術加算 ２６０点

u２について１５歳未満の患者に対して内視鏡的挿⼊補助具を⽤いて⾏った場合
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【検査】引き上げ項⽬
p細菌顕微鏡検査

u１に対する集菌塗抹加算 ３２点 ⇒ ３５点
u3、その他のもの ６１点 ⇒ ６４点

p細菌培養同定検査
u１、⼝腔、気道⼜は呼吸器からの検体 １６０点 ⇒ １７０点
u２、消化管からの検体 １８０点 ⇒ １９０点
u３、⾎液⼜は穿刺液 ２１５点 ⇒ ２２０点
u４、泌尿器⼜は⽣殖器からの検体 １７０点 ⇒ １８０点
u５、その他の部位からの検体 １６０点 ⇒ １７０点
u嫌気性培養加算 １１２点 ⇒ １２２点
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【検査】引き上げ項⽬
p細菌薬剤感受性検査

p１菌種 １７０点 ⇒ １８０点
p２菌種 ２２０点 ⇒ ２３０点

p３菌種以上 ２８０点 ⇒ ２９０点

p抗酸菌分離培養（液体培地法） ２８０点 ⇒ ３００点

p抗酸菌分離培養（それ以外のもの） ２０４点 ⇒ ２０９点

p抗酸菌薬剤感受性検査（培地数に関係なく） ３８０点 ⇒ ４００点

p経⽪的動脈⾎酸素飽和度測定（１⽇につき） ３０点 ⇒ ３５点

p⼩児⾷物アレルギー負荷検査
p９歳未満に年２回に限る ⇒ １６歳未満に年３回に限る
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【検査】引き上げ項⽬／削除項⽬
p⿐腔・咽頭拭い液採取 ５点 ⇒ ２５点

p動脈⾎採取（１⽇につき） ５０点 ⇒ ５５点

u６歳未満の乳幼児加算 １５点 ⇒ ３０点

p⾎液採取（１⽇につき）
u静脈 ３５点 ⇒ ３７点
u６歳未満の乳幼児加算 ２５点 ⇒ ３０点

p削除される項⽬
p網膜中⼼⾎管圧測定
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【検査】引き下げ項⽬
pアルブミン定量（尿） １０２点 ⇒ ９９点

pカルプロテクチン（糞便） ２７６点 ⇒ ２７０点
p顆粒球エラスターゼ（⼦宮頸管粘液） １２２点 ⇒ １１９点

pＩgＧインデックス ４１４点 ⇒ ４０２点

p⾻髄像 ８１２点 ⇒ ７８８点

pＤダイマー定性 １２５点 ⇒ １２２点

pフェリチン半定量、フェリチン定量 １０８点 ⇒ １０５点

pＫＬ−６ １１４点 ⇒ １１１点

p⼼筋トロポニンＩ、⼼筋トロポニンＴ（ＴｎＴ）定性・定量
１１５点 ⇒ １１２点

pシスタチンＣ １１８点 ⇒ １１５点
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【検査】引き下げ項⽬
pアンギオテンシンⅠ転換酵素（ＡＣＥ）、ビタミンＢ12

１４４点 ⇒ １４０点

p葉酸 １５４点 ⇒ １５０点

pヒアルロン酸、レムナント様リポ蛋⽩コレステロール（ＲＬＰ−Ｃ）
１８４点 ⇒ １７９点

p⽣化学的検査（Ⅰ）10項⽬以上 １０９点 ⇒ １０６点

pトリヨードサイロニン（Ｔ３ ） １０２点 ⇒ ９９点

p甲状腺刺激ホルモン（ＴＳＨ） １０４点 ⇒ １０１点

pインスリン（ＩＲＩ） １０６点 ⇒ １０３点

pサイロキシン（Ｔ４） １１１点 ⇒ １０８点
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【検査】引き下げ項⽬
p成⻑ホルモン（ＧＨ）、卵胞刺激ホルモン（ＦＳＨ）、Ｃ−ペプチド（ＣＰＲ）、
⻩体形成ホルモン（ＬＨ） １１１点 ⇒ １０８点

pテストステロン １２５点 ⇒ １２２点

p遊離サイロキシン（ＦＴ４）、遊離トリヨードサイロニン（ＦＴ３）、コルチ
ゾール １２７点 ⇒ １２４点

pサイログロブリン １３３点 ⇒ １３１点

pオステオカルシン（ＯＣ） １６１点 ⇒ １５７点
p低カルボキシル化オステオカルシン（ｕｃＯＣ） １５８点 ⇒ １５４点

pⅠ型プロコラーゲン−Ｎ−プロペプチド（ＰⅠＮＰ）１６９点 ⇒ １６４点

pエストラジオール（Ｅ２） １７７点 ⇒１７２点
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【検査】引き下げ項⽬
p副甲状腺ホルモン関連蛋⽩（ＰＴＨｒＰ）、副腎⽪質刺激ホルモン（ＡＣＴＨ）、
カテコールアミン １９４点 ⇒ １８９点

p⼼房性Ｎａ利尿ペプチド（ＡＮＰ） ２２７点 ⇒ ２２１点

p癌胎児性抗原（ＣＥＡ） １０２点 ⇒ ９９点

pα−フェトプロテイン（ＡＦＰ） １０４点 ⇒ １０１点

p扁平上⽪癌関連抗原（ＳＣＣ抗原） １０７点 ⇒ １０４点

pＮＣＣ−ＳＴ−439、ＣＡ15−３ １１８点 ⇒ １１５点

pエラスターゼ１ １２６点 ⇒ １２３点

p前⽴腺特異抗原（ＰＳＡ）、ＣＡ19−９ １２７点 ⇒ １２４点

pＰＩＶＫＡ−Ⅱ半定量、ＰＩＶＫＡ−Ⅱ定量 １３９点 ⇒ １３５点

pＣＡ125 １４４点 ⇒ １４０点
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【検査】引き下げ項⽬
p神経特異エノラーゼ（ＮＳＥ） １４６点 ⇒ １４２点

p核マトリックスプロテイン22（ＮＭＰ22）定量（尿）、核マトリックスプロテイ
ン22（ＮＭＰ22）定性（尿） １４７点 ⇒ １４３点

p神経特異エノラーゼ（ＮＳＥ） １４６点 ⇒ １４２点

p遊離型ＰＳＡ⽐（ＰＳＡＦ／Ｔ⽐） １５４点 ⇒ １５０点

pＢＣＡ225、サイトケラチン19フラグメント（シフラ）１６２点 ⇒ １５８点

p腫瘍マーカー検査４項⽬以上 ４０８点 ⇒ ３９６点

pＡ群β溶連菌迅速試験定性 １２７点 ⇒ １２４点

pインフルエンザウイルス抗原定性 １３９点 ⇒ １３６点

pクラミジア・トラコマチス抗原定性 １６０点 ⇒ １５６点

pアスペルギルス抗原 １６１点 ⇒ １５７点
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【検査】引き下げ項⽬
p⼤腸菌Ｏ157抗体定性、ＨＴＬＶ−Ⅰ抗体 １６８点 ⇒ １６３点

pアデノウイルス抗原定性（糞便を除く） １８９点 ⇒ １８４点
p（１→３）−β−Ｄ−グルカン ２０７点 ⇒ ２０１点

pグロブリンクラス別ウイルス抗体価（１項⽬当たり）２１２点 ⇒ ２０６点

pレジオネラ抗原定性（尿） ２１７点 ⇒ ２１１点

pＨＢｅ抗原、ＨＢｅ抗体 １０４点 ⇒ １０１点

pＨＣＶ抗体定性・定量、ＨＣＶコア蛋⽩ １０８点 ⇒ １０５点

pＨＢｃ抗体半定量・定量 １３７点 ⇒ １３３点

pＨＣＶ⾎清群別判定 ２２７点 ⇒ ２２１点

pＨＢＶコア関連抗原（ＨＢｃｒＡｇ） ２６６点 ⇒ ２５９点
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【検査】引き下げ項⽬
p肝炎ウイルス５項⽬以上 ４３８点 ⇒ ４２５点

p抗核抗体（蛍光抗体法）定性、抗核抗体（蛍光抗体法）半定量、抗核抗体（蛍光
抗体法）定量 １０５点 ⇒ １０２点

p抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体 １４６点 ⇒ １４２点

p抗ＳＳ−Ｂ／Ｌa抗体定性、抗ＳＳ−Ｂ／Ｌa抗体半定量、抗ＳＳ−Ｂ／Ｌa抗体定
量 １６１点 ⇒ １５８点

p抗ＳＳ−Ａ／Ｒo抗体定性、抗ＳＳ−Ａ／Ｒo抗体半定量、抗ＳＳ−Ａ／Ｒo抗体
定量 １６３点 ⇒ １６１点

p抗ＤＮＡ抗体定量、抗ＤＮＡ抗体定性 １６８点 ⇒ １６３点

p抗セントロメア抗体定量、抗セントロメア抗体定性 １７９点 ⇒ １７４点

p抗ミトコンドリア抗体定性、抗ミトコンドリア抗体半定量 １８６点⇒１８１点
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【検査】引き下げ項⽬
p抗ミトコンドリア抗体定量 １９４点 ⇒ １８９点

pＩｇＧ型リウマトイド因⼦ ２０３点 ⇒ １９８点
p抗シトルリン化ペプチド抗体定性、抗シトルリン化ペプチド抗体定量

２０４点 ⇒ １９８点
p抗ＴＳＨレセプター抗体（ＴＲＡｂ） ２２６点 ⇒ ２２０点

p抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体（ＭＰＯ−ＡＮＣＡ）
２６５点 ⇒ ２５８点

p抗好中球細胞質プロテイナーゼ３抗体（ＰＲ３−ＡＮＣＡ）
２６７点 ⇒ ２５９点

pβ２−マイクログロブリン １０４点 ⇒ １０１点

pトランスサイレチン（プレアルブミン） １０７点 ⇒ １０４点
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【検査】引き下げ項⽬
pα１−マイクログロブリン、ハプトグロビン（型補正を含む）

１３６点 ⇒ １３２点

pクラミジア・トラコマチス核酸検出 １９８点 ⇒ １９３点

pＨＢＶ核酸定量 ２７１点 ⇒ ２６３点

p淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出 ２７８点 ⇒ ２７０点

pマイコプラズマ核酸検出 ３００点 ⇒ ２９１点

pＨＣＶ核酸検出 ３５０点 ⇒ ３４０点

pＨＰＶ核酸検出（簡易ジェノタイプ判定） ３６０点 ⇒ ３５２点

pＨＣＶ核酸定量 ４３７点 ⇒ ４２４点

p⼤腸菌ベロトキシン定性 １９４点 ⇒ １８９点
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投 薬 ・ 注 射
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【投薬・注射】湿布の上限枚数減少とリフィル処⽅
p湿布薬処⽅の上限枚数

u１処⽅につき７０枚までから６３枚までに変更
u医師が医学的必要性を認めた場合を除く
u湿布薬はリフィル処⽅の対象外とされた

pリフィル処⽅時の処⽅箋料の取り扱い（⼀部の病院）
u当該処⽅箋の１回の使⽤による投与期間が２９⽇以内の投薬を⾏った場合

u処⽅箋料における⻑期投薬に係る減算規定を適⽤しない
u３０⽇以上の処⽅で減算（４０／１００）される医療機関が対象
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【投薬・注射】リフィル処⽅箋の仕組み
p対象患者

u医師の処⽅により薬剤師による服薬管理の下、⼀定期間内に処⽅箋の反復利⽤が可能
である患者

p留意事項
u医師がリフィル処⽅が可能と判断した場合は処⽅箋の「リフィル可」欄にレ点を記⼊
uリフィル処⽅箋の総使⽤回数の上限は３回まで。また１回当たり投薬期間及び総投薬
期間については、医師が、患者の病状等を踏まえ、個別に医学的に適切と判断した期
間

u療養担当規則において、投薬量に限度が定められている医薬品及び湿布薬については、
リフィル処⽅箋による投薬を⾏うことはできない

uリフィル処⽅箋による１回⽬の調剤を⾏うことが可能な期間は、通常の処⽅箋の場合
と同様とする。２回⽬以降の調剤については、原則として、前回の調剤⽇を起点とし、
当該調剤に係る投薬期間を経過する⽇を次回調剤予定⽇とし、その前後７⽇以内
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【投薬・注射】リフィル処⽅箋の仕組み
p薬局側の留意事項抜粋

u保険薬局の保険薬剤師は、リフィル処⽅箋により調剤するに当たって、患者の服薬状
況等の確認を⾏い、リフィル処⽅箋により調剤することが不適切と判断した場合には、
調剤を⾏わず、受診勧奨を⾏うとともに、処⽅医に速やかに情報提供を⾏う

u保険薬局の保険薬剤師は、リフィル処⽅箋により調剤した場合は、調剤した内容、患
者の服薬状況等について必要に応じ処⽅医へ情報提供を⾏う

u処⽅箋様式変更が変更されます（次⾴）
uリフィル処⽅をする場合は「リフィル可」欄にレ点を記⼊
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【投薬・注射】後発医薬品使⽤体制加算の⾒直し
p後発医薬品の使⽤数量割合の基準を引き上げ

u後発医薬品使⽤体制加算
u加算１ ８５％ ⇒ ９０％
u加算２ ８０％ ⇒ ８５％
u加算３ ７０％ ⇒ ７５％

u外来後発医薬品使⽤体制加算
u加算１ ８５％ ⇒ ９０％
u加算２ ７５％ ⇒ ８５％
u加算３ ７０％ ⇒ ７５％
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【投薬・注射】その他
p（新）バイオ後続品導⼊初期加算 １５０点（⽉１回 ３⽉限度）

u外来化学療法加算の加算
u当該バイオ後続品の初回の使⽤⽇の属する⽉から起算
uバイオ後続品に関する情報を提供
u外来腫瘍化学療法診療料（新設）についても同様の加算を設ける

p無菌製剤処理料の⾒直し
u無菌製剤処理料の施設基準から「病院であること」を削除し、診療所においても算定
可能とする
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リハビリテーション
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【リハ】標準的算定⽇数超の算定要件の⾒直し
p標準的算定⽇数を超えてリハビリテーションを⾏う場合

u算定要件（抄）
u標準的算定⽇数を超えて継続して疾患別リハを⾏う患者のうち、治療を継続することにより状態の
改善が期待できると判断される場合は、継続することとなった⽇を診療録に記載

u継続することとなった⽇及びその後１か⽉に１回以上、機能的⾃⽴度評価法
（FunctionalIndependence Measure）（ＦＩＭ)の測定により必要性を判断する

uリハ実施計画書を作成し、患者⼜はその家族等に説明の上交付し写しを診療録に添付
u１年間に当該疾患別リハビリテーション料を算定した患者の⼈数、ＦＩＭ等について報告を⾏う
uＦＩＭの測定は、令和４年９⽉３０⽇まで経過措置
u当該リハビリテーション実施計画書は以下を記載する

u①これまでのリハビリテーションの実施状況（期間及び内容）
u②前⽉の状態と⽐較した当⽉の患者の状態
u③将来的な状態の到達⽬標を⽰した今後のリハビリテーション計画と改善に要する⾒込み期間
u④ＦＩＭ⼜はＢＩ及びその他の指標を⽤いた具体的な改善の状態等を⽰した継続の理由
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【リハ】リハビリテーションデータ提出加算の新設
pリハビリテーションデータ提出加算 ５０点（⽉１回）（要届出）

u算定要件

u⾃院の診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデータを継続して厚⽣労働省に提出して
いる場合

u⼊院中の患者以外のものに対してリハビリテーションを⾏った場合

u⼼⼤⾎管疾患リハ、脳⾎管疾患等リハ、廃⽤症候群リハ、運動器リハ、呼吸
器リハに規定するリハビリテーションデータ提出加算の施設基準
uリハビリテーションを実施している患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切
に提出するために必要な体制が整備されていること。

uデータ提出加算に係る届出を⾏っていない保険医療機関であること。

※「外来医療等のデータ」については、令和５年10⽉診療分をめどにデータ提出を受け付け
る⽅向で対応する。
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【リハ】リハ実施計画書・リハ実施総合計画書の署名
pリハ実施計画書・リハ実施総合計画書の署名欄の取扱いの⾒直し

u計画書に患者⾃ら署名が困難かつ遠⽅に居住しているなど患者の家族等も署名が困難
場合

u家族等に情報通信機器等を⽤いて計画書の説明した場合は患者⼜はその家族等の署名
不要
u説明内容及びリハビリテーションの継続について同意を得た旨を診療録に記載
uその場合であっても、患者⼜はその家族等への計画書の交付必要
u当該患者に対して初めてリハを実施する場合（新たな疾患が発症し、新たに他の疾患別リ
ハビリテーションを要する状態となった場合で新たな疾患の発症⽇等をもって他の疾患別
リハビリテーションの起算⽇として当該他の疾患別リハビリテーションを実施する場合を
含む）を除く
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精神科専⾨療法等
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【精神科】通院・在宅精神療法の再編

p通院精神療法
uイ （略）
uロ、初診⽇に６０分以上⾏った場合

u(1)精神保健指定医による場合 ５６０点
u(2)(1)以外の場合 ５４０点

uハ、イ及びロ以外の場合
u(1)３０分以上の場合

u①精神保健指定医による場合 ４１０点
u②①以外の場合 ３９０点

u(2)３０分未満の場合
u①精神保健指定医による場合 ３３０点
u②①以外の場合 ３１５点

p通院精神療法
uイ （略）
uロ、初診⽇に６０分以上⾏った場合

５４０点

uハ、イ及びロ以外の場合
u(1)３０分以上の場合 ４００点

u(2)３０分未満の場合 ３３０点
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u通院精神療法及び在宅精神療法のロ及びハについて、精神保健指定医が⾏った場合とそれ以
外の場合に区分し、それぞれの評価を設ける。



【精神科】通院・在宅精神療法の再編
p在宅精神療法

uイ （略）
uロ、初診⽇に６０分以上⾏った場合

u（１）精神保健指定医による場合６２０点
u（２）（１）以外の場合 ６００点

uハ、イ及びロ以外の場合
u(1)６０分以上の場合

u①精神保健指定医による場合５５０点
u②①以外の場合５３０点

u(2)３０分以上６０分未満の場合
u①精神保健指定医による場合４１０点
u②①以外の場合３９０点

u(3)３０分未満の場合
u①精神保健指定医による場合３３０点
u②①以外の場合３１５点

p在宅精神療法
uイ、 （略）
uロ、初診⽇に６０分以上⾏った場合

６００点

uハ、イ及びロ以外の場合
u(1)６０分以上の場合 ５４０点

u(2)３０分以上６０分未満の場合 ４００点

u(3)３０分未満の場合 ３３０点
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【精神科】通院精神療法に加算新設
p（新）療養⽣活継続⽀援加算 ３５０点（⽉１回）

u算定要件
u要届出
u通院精神療法を算定する患者であって、重点的な⽀援を要するもの
u精神科を担当する医師の指⽰の下、看護師⼜は精神保健福祉⼠が、当該患者が地域⽣活を
継続するための⾯接及び関係機関との連絡調整を⾏った場合

u初回算定⽇の属する⽉から起算して１年を限度
u療養⽣活環境整備指導加算を算定した場合は算定不可

u施設基準
u療養⽣活を継続するための⽀援を⾏うにつき⼗分な体制が確保されていること。
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【精神科】通院精神療法に加算新設
p療養⽣活継続⽀援加算

u施設基準
u(1)当該保険医療機関内に、当該⽀援に専任の看護師⼜は専任の精神保健福祉⼠が１名以
上勤務していること。

u(2)当該看護師⼜は精神保健福祉⼠が同時に担当する療養⽣活継続⽀援の対象患者の数は
１⼈につき８０⼈以下であること。また、それぞれの看護師⼜は精神保健福祉⼠が担当す
る患者の⼀覧を作成していること。

u(3)当該看護師については、精神科等の経験を３年以上有し、精神看護関連領域に係る適
切な研修を修了した者であること。なお、ここでいう精神看護関連領域に係る適切な研修
とは、次の事項に該当する研修のことをいう。

uア、国⼜は医療関係団体等が主催する研修であること（６００時間以上の研修期間であって、
修了証が交付されるもの）。

uイ、精神看護関連領域に係る専⾨的な知識・技術を有する看護師の養成を⽬的とした研修であ
ること。
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【精神科】通院精神療法に加算新設
p療養⽣活継続⽀援加算

u施設基準
u（前ページの続き）精神看護関連領域に係る適切な研修とは、次の事項に該当する研修の
ことをいう。

uウ、講義及び演習は、次の内容を含むものであること。
u (ｲ）精神看護関連領域に必要な理論及び保健医療福祉制度等の概要
u (ﾛ)精神症状の病因・病態、治療
u (ﾊ)精神看護関連領域における倫理的課題と対応⽅法
u (ﾆ)精神看護関連領域に関するアセスメントと援助技術
u (ﾎ）患者・家族の⽀援、関係調整
u (ﾍ)ケアの連携体制の構築（他職種・他機関との連携、社会資源の活⽤）
u (ﾄ)ストレスマネジメント
u (ﾁ)コンサルテーション⽅法

uエ、実習により、事例に基づくアセスメントと精神看護関連領域に必要な看護実践を含む
ものであること。
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【精神科】通院・在宅精神療法の加算⾒直し
p児童思春期精神科専⾨管理加算

u算定要件の⾒直し
uイ、１６歳未満の患者に通院・在宅精神療法を⾏った場合

u(1)⾃院の精神科を最初に受診した⽇から２年以内の期間に⾏った場合 ５００点
u(2)(1)以外の場合 ３００点

uロ、（略）
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【精神科】こころの連携指導料の新設
p（新）こころの連携指導料（Ⅰ）

uかかりつけ医から精神科⼜は⼼療内科を標榜する保険医療機関へ紹介
p（新）こころの連携指導料（Ⅱ）

u紹介された精神科⼜は⼼療内科を標榜する保険医療機関

u孤独・孤⽴による影響等により精神障害⼜はその増悪に⾄る可能性が認めら
れる患者に対して、かかりつけ医等及び精神科⼜は⼼療内科の医師等が、⾃治
体と連携しながら多職種で当該患者をサポートする体制を整備している場合に
ついて、新たな評価を⾏う。
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【精神科】こころの連携指導料の新設
p（新）こころの連携指導料（Ⅰ）３５０点（⽉１回）（１年限度）（要届出）

u施設基準
u精神科⼜は⼼療内科を標榜する保険医療機関との連携体制を構築している
u当該診療及び療養上必要な指導を⾏う医師は、⾃殺対策等に関する適切な研修を受講する

u算定要件
u要届出
u⼊院中の患者以外の患者が対象
u地域社会からの孤⽴の状況等により、精神疾患が増悪するおそれがあると認められるもの
⼜は精神科若しくは⼼療内科を担当する医師による療養上の指導が必要であると判断され
たもの

u診療及び療養上必要な指導を⾏い、当該患者の同意を得て、精神科⼜は⼼療内科を標榜す
る保険医療機関に対して当該患者に係る診療情報の⽂書による提供等を⾏った場合

u初回算定⽇の属する⽉から起算して１年を限度
u患者１⼈につき⽉１回に限り算定
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【精神科】こころの連携指導料の新設
p（新）こころの連携指導料（Ⅰ）

u算定要件
u精神疾患が増悪するおそれがあると認められる患者⼜は精神科若しくは⼼療内科を担当す
る医師による療養上の指導が必要であると判断された患者とは

uＳＡＤＰｅｒｓｏｎｓスケール、ＥＰＤＳ、ＰＨＱ−９⼜はＫ−６等によるスクリーニングに
より、精神科⼜は⼼療内科への紹介が必要であると認められる患者

u診療及び療養上必要な指導においては、患者の⼼⾝の不調に配慮するとともに、当該患者
の⽣活上の課題等について聴取し、その要点を診療録に記載

u２回⽬以降の診療等は、連携する精神科⼜は⼼療内科を担当する医師から提供された診療
情報等を踏まえ、適切な診療及び療養上必要な指導に努めること

u２回⽬以降の診療等に関し、連携する精神科⼜は⼼療内科の担当医に対して⽂書による情
報提供を⾏うことは必ずしも要しないが、あらかじめ定められた⽅法で情報共有を⾏う

u初回の診療等時の他院への診療情報提供料（Ⅰ）の費⽤は別途算定不可
u必要に応じて、当該患者の同意を得た上で、当該患者に係る情報を市町村等に提供する

p（新）こころの連携指導料（Ⅱ） ５００点（⽉１回）（１年限度）（要届
出）
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【精神科】こころの連携指導料の新設
p（新）こころの連携指導料（Ⅱ）５００点（⽉１回）（１年限度）（要届出）

u算定要件
u要届出
u⼊院中の患者以外の患者が対象
uこころの連携指導料（Ⅰ）を算定し、当該保険医療機関に紹介されたもの
u精神科⼜は⼼療内科を担当する医師が、診療及び療養上必要な指導を⾏い、当該患者の同
意を得て、当該患者を紹介した医師に対して当該患者に係る診療情報の⽂書による提供等
を⾏った場合

u初回算定⽇の属する⽉から起算して１年限度
u患者１⼈につき⽉１回に限り算定
u本指導料は連携体制を構築しているかかりつけ医等からの診療情報等を活⽤し、患者の⼼
⾝の不調に対し早期に専⾨的に対応することを評価したものである

u２回⽬以降の診療等については、当該患者を紹介した医師に対して⽂書による情報提供を
⾏うことは必ずしも要しないが、あらかじめ定められた⽅法で情報共有を⾏う
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【精神科】こころの連携指導料の新設
p（新）こころの連携指導料（Ⅱ）５００点（⽉１回）（１年限度）（要届出）

u算定要件
u初回の診療等における他院への診療情報提供料（Ⅰ）及び診療情報提供料（Ⅲ）の費⽤は
別途算定不可

u必要に応じて当該患者の同意を得た上で、当該患者に係る情報を市町村等に提供する

u施設基準
u精神科⼜は⼼療内科を標榜している保険医療機関
u⾃院に精神保健福祉⼠を１名以上配置
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【精神科】療養・就労両⽴⽀援指導料
p療養・就労両⽴⽀援指導料（要届出）

u相談⽀援加算（５０点）の対象職種の追加
u当該患者に対して、看護師、社会福祉⼠、精神保健福祉⼠⼜は公認⼼理師が相談⽀援を
⾏った場合

u施設基準の⾒直し
u２、相談⽀援加算に関する施設基準専任の看護師、社会福祉⼠、精神保健福祉⼠⼜は公認
⼼理師を配置していること。なお、当該職員は区分番号「Ａ２３４−３」患者サポート体
制充実加算に規定する職員と兼任であっても差し⽀えない。また、当該職員は、国⼜は医
療関係団体等が実施する研修であって、厚⽣労働省の定める両⽴⽀援コーディネーター養
成のための研修カリキュラムに即した研修を修了していること。
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【精神科】依存症集団療法の⾒直し
p依存症集団療法（１回につき）（要届出）
p１、薬物依存症の場合 ３４０点

p2、ギャンブル依存症の場合 ３００点

p（新）３アルコール依存症の場合 ３００点

u算定要件
u要届出
uアルコール依存症の患者で⼊院中の患者以外のものに対し、集団療法を実施した場合に、
週１回かつ計１０回に限り算定

u施設基準
u（３）アルコール依存症の場合の施設基準
u（１）を満たすものであること。

95



【精神科】精神科在宅患者⽀援管理料
p対象患者の追加

u(3)「１」のロ及び「２」のロについては、(2）のア若しくはイに該当する患者⼜は以
下の全てに該当する患者に対して、初回の算定⽇から起算して６⽉以内に限り、⽉に
１回に限り算定すること。
uア、ひきこもり状態⼜は精神科の未受診若しくは受診中断等を理由とする⾏政機関等の保
健師その他の職員による家庭訪問の対象者

uイ、⾏政機関等の要請を受け、精神科を標榜する保険医療機関の精神科医が訪問し診療を
⾏った結果、計画的な医学管理が必要と判断された者

uウ、当該管理料を算定する⽇においてＧＡＦ尺度による判定が４０以下の者
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処 置 ・ ⼿ 術
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【処置・⼿術】⽿⿐咽喉科処置の⾒直し
p処置点数の引き上げ

u⽿処置（⽿浴及び⽿洗浄を含む） ２５点 ⇒ ２７点
u⿐処置（⿐吸引、単純⿐出⾎及び⿐前庭の処置を含む） １４点 ⇒ １６点
u⼝腔、咽頭処置 １４点 ⇒ １６点

p（新）⽿⿐咽喉科乳幼児処置加算 ６０点（１⽇につき）

u算定要件
u⽿⿐咽喉科を標榜する保険医療機関
u⽿⿐咽喉科を担当する医師が６歳未満の乳幼児に対して、区分番号Ｊ０９５からＪ１１５
−２までに掲げる処置を⾏った場合

u区分番号Ｊ１１３の注に規定する乳幼児加算は別に算定不可
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【処置・⼿術】⽿⿐咽喉科処置の⾒直し
p（新）⽿⿐咽喉科⼩児抗菌薬適正使⽤⽀援加算 ８０点（⽉１回）

u算定要件
u要件を満たせば届出は不要
u６歳未満の乳幼児
u急性気道感染症、急性中⽿炎⼜は急性副⿐腔炎
u区分番号Ｊ０９５からＪ１１５−２までに掲げる処置を⾏った場合であって、診察の結果、
抗菌薬の投与の必要性が認められないため抗菌薬を使⽤しない場合

u療養上必要な指導及び当該処置の結果の説明を⾏い、⽂書により説明内容を提供した場合
u施設基準

u抗菌薬の適正な使⽤を推進するための体制を整備
u病院の場合はデータ提出加算２に係る届出を⾏っている
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【処置・⼿術】新設項⽬
p（新）下肢創傷処置

u１、⾜部（踵を除く)の浅い潰瘍 １３５点
u２、⾜趾の深い潰瘍⼜は踵部の浅い潰瘍 １４７点
u３、⾜部（踵を除く)の深い潰瘍⼜は踵部の深い潰瘍 ２７０点

p内視鏡的⼤腸ポリープ・粘膜切除術の加算新設
u消化管ポリポーシス加算 ５,０００点（年１回）

u家族性⼤腸腺腫症の患者に対して実施した場合
uバルーン内視鏡加算 ４５０点

uバルーン内視鏡を⽤いて実施した場合

p（新）バルーン内視鏡加算 ４５０点

u内視鏡的結腸異物摘出術、早期悪性腫瘍⼤腸粘膜下層剥離術
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【処置・⼿術】新設項⽬
p⾎漿交換療法（点数変更なし）

u（新）難治性⾼コレステロール⾎症に伴う重度尿蛋⽩を呈する糖尿病性腎症に対する
LDLアフェレシス療法は、別に厚⽣労働⼤⾂が定める施設基準に適合しているものと
して地⽅厚⽣局⻑等に届け出た保険医療機関において⾏われる場合に限り算定

u（新）移植後抗体関連型拒絶反応治療における⾎漿交換療法は、別に厚⽣労働⼤⾂が
定める施設基準に適合しているものとして地⽅厚⽣局⻑等に届け出た保険医療機関に
おいて⾏われる場合に限り算定

p（新）陰唇癒合剥離 ２９０点
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【処置・⼿術】新設項⽬
p緑内障⼿術の再編

u２、流出路再建術 １９，０２０点⇒
uイ、眼内法 １４，４９０点
uロ、その他のもの １９，０２０点

u（新）７、濾過胞再建術（needle法） ３，４４０点
p（新）内喉頭筋内注⼊術（ボツリヌス毒素によるもの） １，５００点

p下肢静脈瘤⼿術
u（新）４、静脈瘤切除術 １，８２０点

p（新）吸着式潰瘍治療法（１⽇につき） １，６８０点
p（新）内視鏡的⼩腸ポリープ切除術 １１，８００点

p⼩腸結腸内視鏡的⽌⾎術
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【処置・⼿術】新設項⽬
p⼩腸結腸内視鏡的⽌⾎術

u（新）スパイラル内視鏡加算 ３，５００点
uスパイラル内視鏡を⽤いて実施した場合

p（新）痔瘻⼿術（注⼊療法） １，６６０点
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【処置・⼿術】引き上げ項⽬
p歩⾏運動処置（ロボットスーツによるもの）（１⽇につき）

９００点 ⇒ １，１００点

p創傷処理
u１、筋⾁、臓器に達するもの（⻑径５cm未満） １，２５０点 ⇒ １，４００点
u２、筋⾁、臓器に達するもの（⻑径５cm以上10cm未満） １，６８０点 ⇒ １，８８０点
u３、筋⾁、臓器に達するもの（⻑径10cm以上）

uイ、頭頸部のもの（⻑径20cm以上のものに限る) ８，６００点 ⇒ ９，６３０点
uロ、その他のもの ２，４００点 ⇒ ２，６９０点

u４、筋⾁、臓器に達しないもの（⻑径５cm未満） ４７０点 ⇒ ５３０点
u５、筋⾁、臓器に達しないもの（⻑径５cm以上10cm未満） ８５０点 ⇒ ９５０点
u６、筋⾁、臓器に達しないもの（⻑径10cm以上） １，３２０点 ⇒ １，４８０点
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【処置・⼿術】引き上げ項⽬
p⼩児創傷処理（６歳未満）

u１、筋⾁、臓器に達するもの（⻑径２.５cm未満） １，２５０点 ⇒ １，４００点
u２、筋⾁、臓器に達するもの（⻑径２.５cm以上５cm未満）１，４００点 ⇒ １，５４０点
u３、筋⾁、臓器に達するもの（⻑径５cm以上10cm未満） ２，２２０点 ⇒ ２，４９０点
u４、筋⾁、臓器に達するもの（⻑径10cm以上） ３，４３０点 ⇒ ３，８４０点
u５、筋⾁、臓器に達しないもの（⻑径２.５cm未満） ４５０点 ⇒ ５６０点
u６、筋⾁、臓器に達しないもの（⻑径２.５cm以上５cm未満） ５００点 ⇒ ５６０点
u７、筋⾁、臓器に達しないもの（⻑径５cm以上10cm未満） ９５０点 ⇒ １，０６０点
u８、筋⾁、臓器に達しないもの（⻑径10cm以上） １，７４０点 ⇒ １，９４０点

p⽪膚切開術
u１、⻑径10cm未満 ５７０点 ⇒ ６４０点
u２、⻑径10cm以上20cm未満 ９９０点 ⇒ １，１１０点
u３、⻑径20cm以上 １，７７０点 ⇒ １，９８０点
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【処置・⼿術】引き上げ項⽬
pデブリードマン

u１、100平⽅cm未満 １，２６０点 ⇒ １，４１０点
u２、100平⽅cm以上3,000平⽅cm未満 ４，３００点 ⇒ ４，８２０点
u３、3,000平⽅cm以上 １０，０３０点 ⇒ １１,２３０点
u（新）超⾳波式デブリードマン加算 ２，５００点

u超⾳波式デブリードマンを実施した場合は、⼀連の治療につき１回に限り所定点数に加算

p筋膜切離術、筋膜切開術 ８４０点 ⇒ ９４０点

p結膜縫合術 １，２６０点 ⇒ １，４１０点

p気管切開術 ３，０８０点 ⇒ ３，４５０点

p頬、⼝唇、⾆⼩帯形成⼿術 ５６０点 ⇒ ６３０点
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【処置・⼿術】引き上げ項⽬
p⼝唇腫瘍摘出術

u１、粘液嚢胞摘出術 ９１０点 ⇒ １，０２０点
p唾⽯摘出術（⼀連につき）

u１、表在性のもの ６４０点 ⇒ ７２０点

p⾎管縫合術（簡単なもの） ３，７６０点 ⇒ ４，２１０点
p腸瘻、⾍垂瘻造設術 ８，８３０点 ⇒ ９，８９０点

p包茎⼿術
u１、背⾯切開術 ７４０点 ⇒ ８３０点

p会陰（陰⾨）切開及び縫合術（分娩時） １，５３０点 ⇒ １，７１０点
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【処置・⼿術】⼈⼯腎臓の再編
p慢性維持透析を⾏った場合１

uイ、４時間未満の場合
１，８８５点

uロ、４時間以上５時間未満の場合
２，０４５点

uハ、５時間以上の場合
２，１８０点

u（削除）

u（削除）

u（削除）

p慢性維持透析を⾏った場合１
uイ、４時間未満の場合
（厚労相が定める患者) １，９２４点

uロ、４時間以上５時間未満の場合
（厚労相が定める患者) ２，０８４点

uハ、５時間以上の場合
（厚労相が定める患者) ２，２１９点

uニ、４時間未満の場合
（イを除く）１，７９８点

uホ、４時間以上５時間未満の場合
（ロを除く）１，９５８点

uヘ、５時間以上の場合
（ハを除く）２，０９３点
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ダルベポエチン
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ＨＩＦ−ＰＨ阻害剤（院内処⽅
されたものに限る）



【処置・⼿術】⼈⼯腎臓の再編
p慢性維持透析を⾏った場合２

uイ、４時間未満の場合
１，８４５点

uロ、４時間以上５時間未満の場合
２，００５点

uハ、５時間以上の場合
２，１３５点

u（削除）

u（削除）

u（削除）

p慢性維持透析を⾏った場合２
uイ、４時間未満の場合
（厚労相が定める患者）１，８８４点

uロ、４時間以上５時間未満の場合
（厚労相が定める患者）２，０４４点

uハ、５時間以上の場合
（厚労相が定める患者）２，１７４点

uニ、４時間未満の場合
（イを除く）１，７５８点

uホ、４時間以上５時間未満の場合
（ロを除く）１，９１８点

uヘ、５時間以上の場合
（ハを除く）２，０４８点
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ＨＩＦ−ＰＨ阻害剤（院内処⽅
されたものに限る）



【処置・⼿術】⼈⼯腎臓の再編
p慢性維持透析を⾏った場合３

uイ、４時間未満の場合
１，８０５点

uロ、４時間以上５時間未満の場合
１，９６０点

uハ、５時間以上の場合
２，０９０点

u（削除）

u（削除）

u（削除）

p慢性維持透析を⾏った場合３
uイ、４時間未満の場合
（厚労相が定める患者）１，８４４点

uロ、４時間以上５時間未満の場合
（厚労相が定める患者）１，９９９点

uハ、５時間以上の場合
（厚労相が定める患者）２，１２９点

uニ、４時間未満の場合
（イを除く）１，７１８点

uホ、４時間以上５時間未満の場合
（ロを除く）２，００３点

uヘ、５時間以上の場合
（ハを除く）２，００３点
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エリスロポエチン
ダルベポエチン
エポエチンベータペゴル
ＨＩＦ−ＰＨ阻害剤（院内処⽅
されたものに限る）



【処置・⼿術】⼈⼯腎臓 導⼊期加算の再編
p導⼊期加算１ ２００点

p導⼊期加算２ ５００点 ⇒ ４００点

p（新）導⼊期加算３ ８００点
u導⼊期加算３の施設基準

u導⼊期加算１の施設基準を満たしていること。
u当該療法を⾏うにつき⼗分な実績を有していること。

p導⼊期加算の施設基準の⾒直し等

u導⼊期加算１の施設基準
uア、関連学会の作成した資料⼜はそれらを参考に作成した資料に基づき、患者ごとの適応
に応じて、腎代替療法について、患者に対し⼗分な説明を⾏っていること。

u（新）イ、腎代替療法に係る所定の研修を修了した者が配置されていることが望ましい。
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【処置・⼿術】⼈⼯腎臓 導⼊期加算の再編
p導⼊期加算の施設基準の⾒直し等

u導⼊期加算２の施設基準
u次のすべてを満たしていること。

u（新）ア、(1)のアを満たしていること。
u（新）イ、腎代替療法に係る所定の研修を修了した者が配置されていること。
u（新）ウ、腎代替療法に係る所定の研修を修了した者が、導⼊期加算３を算定してい
る施設が実施する腎代替療法に係る研修を定期的に受講していること。

uエ、在宅⾃⼰腹膜灌流指導管理料を過去１年間で２４回以上算定していること。
uオ、腎移植について、患者の希望に応じて適切に相談に応じており、かつ、腎移植に
向けた⼿続きを⾏った患者が前年に２⼈以上いること。なお、腎移植に向けた⼿続き
を⾏った患者とは、⽇本臓器移植ネットワークに腎臓移植希望者として新規に登録さ
れた患者、先⾏的腎移植が実施された患者⼜は腎移植が実施され透析を離脱した患者
をいう。
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【処置・⼿術】⼈⼯腎臓 導⼊期加算の再編
p導⼊期加算の施設基準の⾒直し等

u（新）導⼊期加算３の施設基準
u次のすべてを満たしていること。

uア、(1)のア及び(2)のイを満たしていること。
uイ、腎臓移植実施施設として、⽇本臓器移植ネットワークに登録された施設であり、移植医と
腎代替療法に係る所定の研修を修了した者が連携して診療を⾏っていること。

uウ、導⼊期加算１⼜は２を算定している施設と連携して、腎代替療法に係る研修を実施し、必
要に応じて、当該連携施設に対して移植医療等に係る情報提供を⾏っていること。

uエ、在宅⾃⼰腹膜灌流指導管理料を過去１年間で３６回以上算定していること。
uオ、腎移植について、患者の希望に応じて適切に相談に応じており、かつ、腎移植に向けた⼿
続きを⾏った患者が前年に５⼈以上いること。なお、腎移植に向けた⼿続きを⾏った患者とは、
⽇本臓器移植ネットワークに腎臓移植希望者として新規に登録された患者、先⾏的腎移植が実
施された患者⼜は腎移植が実施され透析を離脱した患者をいう。

uカ、当該保険医療機関において献腎移植⼜は⽣体腎移植を実施した患者が前年に２⼈以上いる
こと。
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【処置・⼿術】⼈⼯腎臓 在宅⾃⼰腹膜灌流指導管理料
p（新）遠隔モニタリング加算 １１５点（⽉１回）

u算定要件
u継続的に遠隔モニタリングを実施したものに対して当該指導管理を⾏った場合
u遠隔モニタリング加算は、以下の全てを実施する場合に算定する。

uア、⾃動腹膜灌流⽤装置に搭載された情報通信機能により、注液量、排液量、除⽔量、
体重、⾎圧、体温等の状態について継続的なモニタリングを⾏うこと。

uイ、モニタリングの状況に応じて、適宜患者に来院を促す等の対応を⾏うこと。
uウ、当該加算を算定する⽉にあっては、モニタリングにより得られた所⾒等及び⾏っ
た指導管理の内容を診療録に記載すること。

uエ、モニタリングの実施に当たっては、厚⽣労働省の定める「医療情報システムの安
全管理に関するガイドライン」等に対応すること。
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【処置・⼿術】⼈⼯腎臓 その他
p在宅⾎液透析指導管理料 ８,０００点 ⇒ １０,０００点

u算定要件の⾒直し
u(5)⽇本透析医会が作成した「在宅⾎液透析管理マニュアル」に基づいて患者及び介助者
が医療機関において⼗分な教育を受け、⽂書において在宅⾎液透析に係る説明及び同意を
受けた上で、在宅⾎液透析が実施されていること。また、当該マニュアルに基づいて在宅
⾎液透析に関する指導管理を⾏うこと。

p慢性維持透析患者外来医学管理料 ２，２５０点 ⇒ ２，２１１点

p（新）透析時運動指導等加算 ７５点（９０⽇限度）
u⼈⼯腎臓を実施している患者に対して、医師、看護師、理学療法⼠⼜は作業療法⼠が、
療養上必要な訓練等について指導を⾏った場合

u当該指導を開始した⽇から起算して９０⽇を限度として所定点数に加算

115



オンライン診療
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【オン診】オンライン診療料の概念変更のポイント
p根本的な概念が変わります

u初・再診料に「情報通信機器を⽤いた場合」という項⽬ができる
u「オンライン診療料」という⾔葉が消える

u疾患、対⾯受診間隔、時間要件など撤廃
u各種医学管理料も算定可能になる

u「情報通信機器を⽤いた場合」という項⽬がある管理料
u点数は対⾯の約８７％で設定される

uカルテ・レセプトへの記載事項に注意
u患者の「かかりつけ医」の有無により、「かかりつけ医が所属する医療機関名」、
「対⾯診療により診療できない理由、適切な医療機関としての紹介先の医療機関
名、紹介⽅法及び患者の同意」をカルテ記載

u「当該診療が指針に沿った適切な診療であったこと」、「当該処⽅が指針に沿っ
た適切な処⽅であったこと」をカルテ及びレセプトの摘要欄に記載
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【オン診】オンライン診療の点数
p基本診療料

u（新）初診料（情報通信機器を⽤いた場合） ２５１点（要届出）

u（新）再診料（情報通信機器を⽤いた場合） ７３点（要届出）
u（新）外来診療料（情報通信機器を⽤いた場合） ７３点（要届出）

p在宅時医学総合管理料
u１、在⽀診⼜は在⽀病であって別に厚⽣労働⼤⾂が定めるものの場合

uイ、病床を有する場合 （１）・（２）（略）
u（３）⽉２回以上訪問診療等を⾏っている場合であって、うち１回以上情報通信機器
を⽤いた診療を⾏っている場合（（１）及び（２）の場合を除く）

u①単⼀建物診療患者が１⼈の場合 ３，０２９点
u②単⼀建物診療患者が２⼈以上９⼈以下の場合 １，６８５点
u③①及び②以外の場合 ８８０点

118



【オン診】オンライン診療の点数
p在宅時医学総合管理料

u１、在⽀診⼜は在⽀病であって別に厚⽣労働⼤⾂が定めるものの場合
uイ、病床を有する場合（１）・（２）（略）

u（４）⽉１回訪問診療を⾏っている場合 ①〜③（略）
u（５）⽉１回訪問診療等を⾏っている場合であって、２⽉に１回に限り情報通信機器
を⽤いた診療を⾏っている場合

u①単⼀建物診療患者が１⼈の場合 １，５１５点
u②単⼀建物診療患者が２⼈以上９⼈以下の場合 ８４３点
u③①及び②以外の場合 ４４０点
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【オン診】オンライン診療の点数
p在宅時医学総合管理料

u１、在⽀診⼜は在⽀病であって別に厚⽣労働⼤⾂が定めるものの場合
uロ、病床を有しない場合 （１）・（２）（略）

u（３）⽉２回以上訪問診療等を⾏っている場合であって、うち１回以上情報通信機器
を⽤いた診療を⾏っている場合（（１）及び（２）の場合を除く）

u①単⼀建物診療患者が１⼈の場合 ２，７８９点
u②単⼀建物診療患者が２⼈以上９⼈以下の場合 １，５６５点
u③①及び②以外の場合 ８２０点

u（４）⽉１回訪問診療を⾏っている場合 ①〜③（略）
u（５）⽉１回訪問診療等を⾏っている場合であって、２⽉に１回に限り情報通信機器
を⽤いた診療を⾏っている場合

u①単⼀建物診療患者が１⼈の場合 １，３９５点
u②単⼀建物診療患者が２⼈以上９⼈以下の場合 ７８３点
u③①及び②以外の場合 ４１０点
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【オン診】オンライン診療の点数
p在宅時医学総合管理料

u２、在⽀診⼜は在⽀病（１に規定するものを除く)の場合 イ・ロ（略）

uハ、⽉２回以上訪問診療等を⾏っている場合であって、うち１回以上情報通信機
器を⽤いた診療を⾏っている場合（イ及びロの場合を除く)
u（１）単⼀建物診療患者が１⼈の場合 ２，５６９点
u（２）単⼀建物診療患者が２⼈以上９⼈以下の場合 １，４６５点
u（３）（１）及び（２）以外の場合 ７８０点

uニ、⽉１回訪問診療を⾏っている場合 （１）〜（３）（略）
uホ、⽉１回訪問診療等を⾏っている場合であって、２⽉に１回に限り情報通信機
器を⽤いた診療を⾏っている場合
u（１）単⼀建物診療患者が１⼈の場合 １，２８５点
u（２）単⼀建物診療患者が２⼈以上９⼈以下の場合 ７３３点
u（３）（１）及び（２）以外の場合 ３９０点
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【オン診】オンライン診療の点数
p在宅時医学総合管理料

u３、１及び２に掲げるもの以外の場合 イ・ロ（略）

uハ、⽉２回以上訪問診療等を⾏っている場合であって、うち１回以上情報通信機
器を⽤いた診療を⾏っている場合（イ及びロの場合を除く)
u（１）単⼀建物診療患者が１⼈の場合 ２，０２９点
u（２）単⼀建物診療患者が２⼈以上９⼈以下の場合 １，１８０点
u（３）（１）及び（２）以外の場合 ６６０点

uニ、⽉１回訪問診療を⾏っている場合 （１）〜（３）（略）
uホ、⽉１回訪問診療等を⾏っている場合であって、２⽉に１回に限り情報通信機
器を⽤いた診療を⾏っている場合
u（１）単⼀建物診療患者が１⼈の場合 １，０１５点
u（２）単⼀建物診療患者が２⼈以上９⼈以下の場合 ５９０点
u（３）（１）及び（２）以外の場合 ３３０点
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【オン診】オンライン診療の点数
p施設⼊居時等医学総合管理料
u１、在⽀診⼜は在⽀病であって別に厚⽣労働⼤⾂が定めるものの場合

uイ、病床を有する場合 （１）・（２）（略）
u（３）⽉２回以上訪問診療等を⾏っている場合であって、うち１回以上情報通信機器を⽤
いた診療を⾏っている場合（（１）及び（２）の場合を除く)

u①単⼀建物診療患者が１⼈の場合 ２，２４９点
u②単⼀建物診療患者が２⼈以上９⼈以下の場合 １，２６５点
u③①及び②以外の場合８８０点

u（４）⽉１回訪問診療を⾏っている場合 ①〜③（略）
u（５）⽉１回訪問診療等を⾏っている場合であって、２⽉に１回に限り情報通信機器を⽤
いた診療を⾏っている場合

u①単⼀建物診療患者が１⼈の場合 １，１２５点
u②単⼀建物診療患者が２⼈以上９⼈以下の場合 ６３３点
u③①及び②以外の場合 ４４０点
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【オン診】オンライン診療の点数
p施設⼊居時等医学総合管理料
u１、在⽀診⼜は在⽀病であって別に厚⽣労働⼤⾂が定めるものの場合

uロ、病床を有しない場合 （１）・（２）（略）
u（３）⽉２回以上訪問診療等を⾏っている場合であって、うち１回以上情報通信機器を⽤
いた診療を⾏っている場合（（１）及び（２）の場合を除く)

u①単⼀建物診療患者が１⼈の場合 ２，０６９点
u②単⼀建物診療患者が２⼈以上９⼈以下の場合 １，１７５点
u③①及び②以外の場合 ８２０点

u（４）⽉１回訪問診療を⾏っている場合 ①〜③（略）
u（５）⽉１回訪問診療等を⾏っている場合であって、２⽉に１回に限り情報通信機器を⽤
いた診療を⾏っている場合

u①単⼀建物診療患者が１⼈の場合 １，０３５点
u②単⼀建物診療患者が２⼈以上９⼈以下の場合 ５８８点
u③①及び②以外の場合 ４１０点
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【オン診】オンライン診療の点数
p施設⼊居時等医学総合管理料
u２、在⽀診⼜は在⽀病（１に規定するものを除く)の場合 イ・ロ（略）

uハ、⽉２回以上訪問診療等を⾏っている場合であって、うち１回以上情報通信機器を
⽤いた診療を⾏っている場合（イ及びロの場合を除く)
u（１）単⼀建物診療患者が１⼈の場合 １，９０９点
u（２）単⼀建物診療患者が２⼈以上９⼈以下の場合 １，１０５点
u（３）（１）及び（２）以外の場合 ７８０点

uニ、⽉１回訪問診療を⾏っている場合 （１）〜（３）（略）
uホ⽉１回訪問診療等を⾏っている場合であって、２⽉に１回に限り情報通信機器を⽤
いた診療を⾏っている場合
u（１）単⼀建物診療患者が１⼈の場合 ９５５点
u（２）単⼀建物診療患者が２⼈以上９⼈以下の場合 ５５３点
u（３）（１）及び（２）以外の場合 ３９０点
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【オン診】オンライン診療の点数
p施設⼊居時等医学総合管理料
u３、１及び２に掲げるもの以外の場合 イ・ロ（略）

uハ、⽉２回以上訪問診療等を⾏っている場合であって、うち１回以上情報通信機器を
⽤いた診療を⾏っている場合（イ及びロの場合を除く）
u（１）単⼀建物診療患者が１⼈の場合 １，５４９点
u（２）単⼀建物診療患者が２⼈以上９⼈以下の場合 ９１０点
u（３）（１）及び（２）以外の場合 ６６０点

uニ、⽉１回訪問診療を⾏っている場合 （１）〜（３）（略）
uホ、⽉１回訪問診療等を⾏っている場合であって、２⽉に１回に限り情報通信機器を
⽤いた診療を⾏っている場合
u（１）単⼀建物診療患者が１⼈の場合 ７７５点
u（２）単⼀建物診療患者が２⼈以上９⼈以下の場合 ４５５点
u（３）（１）及び（２）以外の場合 ３３０点
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【オン診】オンライン診療の点数
p遠隔連携診療料の項⽬の⾒直し

u（新）１ 診断を⽬的とする場合 ７５０点
u（新）２ その他の場合 ５００点

uいずれも要件を満たせば届出は不要
u１は対⾯診療を⾏っている⼊院中の患者以外の患者であって、別に厚⽣労働⼤⾂が定
めるものに対して、診断を⽬的として、当該施設基準を満たす難病⼜はてんかんに関
する専⾨的な診療を⾏っている保険医療機関の医師と情報通信機器を⽤いて連携して
診療を⾏った場合に、当該診断の確定までの間に３⽉に１回に限り算定する。

u２はてんかん（知的障害を有する者に係るものに限る）の治療を⽬的として、患者の
同意を得て、てんかんに関する専⾨的な診療を⾏っている他院の医師に事前に診療情
報提供を⾏った上で、当該患者の来院時に、情報通信機器を⽤いて、当該他院の医師
と連携して診療を⾏った場合に、当該診療料を最初に算定した⽇から起算して１年を
限度として、３⽉に１回に限り算定する。

127



【オン診】オンライン診療の点数
p情報通信機器を⽤いた場合に算定可能になった医学管理料

u（新）特定疾患療養管理料（情報通信機器を⽤いた場合） １９６点

u１００床未満 １２８点、１００床以上２００床未満 ７６点
uウイルス疾患指導料イ（情報通信機器を⽤いた場合） ２０９点

uウイルス疾患指導料ロ（情報通信機器を⽤いた場合） ２８７点
u⼩児科療養指導料（情報通信機器を⽤いた場合） ２３５点

uてんかん指導料（情報通信機器を⽤いた場合） ２１８点
u難病外来指導管理料（情報通信機器を⽤いた場合） ２３５点

u⽪膚科特定疾患指導管理料イ（情報通信機器を⽤いた場合） ２１８点
u⽪膚科特定疾患指導管理料ロ（情報通信機器を⽤いた場合） ８７点
u⼩児悪性腫瘍患者指導管理料（情報通信機器を⽤いた場合） ４７９点
uがん性疼痛緩和指導管理料（情報通信機器を⽤いた場合） １７４点
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【オン診】オンライン診療の点数
p情報通信機器を⽤いた場合に算定可能になった医学管理料

uがん患者指導管理料イ（情報通信機器を⽤いた場合） ４３５点

uがん患者指導管理料ロ（情報通信機器を⽤いた場合） １７４点
uがん患者指導管理料ハ（情報通信機器を⽤いた場合） １７４点
uがん患者指導管理料⼆（情報通信機器を⽤いた場合） ２６１点

u外来緩和ケア管理料（情報通信機器を⽤いた場合） ２５２点

u糖尿病透析予防指導管理料（情報通信機器を⽤いた場合） ３０５点

u腎代替療法指導管理料（情報通信機器を⽤いた場合） ４３５点

u乳幼児育児栄養指導料（情報通信機器を⽤いた場合） １１３点

u療養・就労両⽴⽀援指導料1（初回）（情報通信機器を⽤いた場合）６９６点
u療養・就労両⽴⽀援指導料2（２回⽬以降）（情報通信機器を⽤いた場合）

３８４点
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【オン診】オンライン診療の点数
p情報通信機器を⽤いた場合に算定可能になった医学管理料

u移植後患者指導管理料（情報通信機器を⽤いた場合） ２６１点

uがん治療連携計画策定料２（情報通信機器を⽤いた場合） ２６１点

u外来がん患者在宅連携指導料（情報通信機器を⽤いた場合） ４３５点

u肝炎インターフェロン治療計画料（情報通信機器を⽤いた場合） ６０９点

u薬剤総合評価調整管理料（情報通信機器を⽤いた場合） ２１８点

p情報通信機器を⽤いた場合に算定不可になった医学管理料
u地域包括診療料

u認知症地域包括診療料
u⽣活習慣病管理料
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【オン診】対⾯と情報通信機器を⽤いた場合の点数131



【オン診】オンライン診療の算定要件
p初診料・再診料・外来診療料共通（情報通信機器を⽤いた場合）

u対象患者

u「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に基づき、医師が情報通信機器を
⽤いた初診が可能と判断した患者

u算定要件

u要届出で情報通信機器を⽤いた初診を⾏った場合
u厚⽣労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を⾏う
u診療内容、診療⽇及び診療時間等の要点を診療録に記載
u⾃院に所属する保険医が⾃院内で実施する
u院外で情報通信機器を⽤いた診療を実施する場合でも、当該指針に沿った適切な
診療が⾏われるものであり、情報通信機器を⽤いた診療を実施した場所について
は、事後的に確認可能な場所であること
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【オン診】オンライン診療の算定要件
p初診料（情報通信機器を⽤いた場合）

u算定要件

u患者の急変時等の緊急時には原則として、⾃院で必要な対応を⾏う
u夜間や休⽇など、やむを得ず⾃院で対応できない場合には、患者が速やかに受診
できる医療機関において対⾯診療を⾏えるよう、事前に受診可能な医療機関を患
者に説明した上で、以下の内容を診療録に記載
u当該患者に「かかりつけの医師」がいる場合には、当該医師が所属する医療機関名
u当該患者に「かかりつけの医師」がいない場合には、対⾯診療により診療できない理
由、適切な医療機関としての紹介先の医療機関名、紹介⽅法及び患者の同意

u予約に基づく診察による特別の料⾦の徴収不可
u情報通信機器を⽤いた診療を⾏う際の情報通信機器の運⽤に要する費⽤は、療養
の給付と直接関係ないサービス等の費⽤として別途徴収可
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【オン診】オンライン診療の算定要件
p初診料（情報通信機器を⽤いた場合）

u算定要件

u当該指針において、「対⾯診療を適切に組み合わせて⾏うことが求められる」と
されていることから、保険医療機関においては、対⾯診療を提供できる体制を有
すること。また、「オンライン診療を⾏った医師⾃⾝では対応困難な疾患・病態
の患者や緊急性がある場合については、オンライン診療を⾏った医師がより適切
な医療機関に⾃ら連絡して紹介することが求められる」とされていることから、
患者の状況によって対応することが困難な場合には、ほかの医療機関と連携して
対応できる体制を有すること。

u情報通信機器を⽤いた診療を⾏う際には、厚⽣労働省「オンライン診療の適切な
実施に関する指針」に沿って診療を⾏い、当該指針において⽰されている⼀般社
団法⼈⽇本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診に適さない症状」等を
踏まえ、当該診療が指針に沿った適切な診療であったことを診療録及び診療報酬
明細書の摘要欄に記載すること。
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【オン診】オンライン診療の算定要件
p初診料（情報通信機器を⽤いた場合）

u算定要件

uまた、処⽅を⾏う際には、当該指針に沿って処⽅を⾏い、⼀般社団法⼈⽇本医学
会連合が作成した「オンライン診療の初診での投与について⼗分な検討が必要な
薬剤」等の関係学会が定める診療ガイドラインを踏まえ、当該処⽅が指針に沿っ
た適切な処⽅であったことを診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

u施設基準

u情報通信機器を⽤いた診療を⾏うにつき⼗分な体制が整備されている
u厚⽣労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を⾏う体
制を有する保険医療機関である
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不 妊 治 療
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【不妊治療】保険適⽤となった項⽬

p⼀般不妊治療管理料
p⼈⼯授精
p⽣殖補助医療管理料
p抗ミュラー管ホルモン（ＡＭＨ）
p採卵術
p体外受精・顕微授精管理料

p体外受精
p顕微授精
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p受精卵・胚培養管理料
p胚凍結保存管理料
p（新）胚移植術
pＹ染⾊体微⼩⽋失検査
p精巣内精⼦採取術



【不妊治療】⼀般不妊治療管理料
p（新）⼀般不妊治療管理料 ２５０点（3⽉に１回）（要届出）

u対象患者
u⼊院中の患者以外の患者であって⼀般不妊治療を実施している不妊症の患者
u不妊症の患者とは特定のパートナーと共に不妊症と診断された者

u算定要件
u⼀般不妊治療を実施しているものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理を
継続して⾏い、かつ、療養上必要な指導を⾏った場合

u⽣殖補助医療管理料を算定している患者には算定不可
u初診料を算定する初診の⽇に⾏った指導⼜は当該初診の⽇の同⽉内に⾏った指導の費⽤は
初診料に含まれ別途算定不可

u治療計画を作成し、当該患者及びそのパートナー（当該患者と共に不妊症と診断された者
をいう。以下同じ）に説明して同意を得るとともに、当該患者に対する毎回の指導内容の
要点を診療録に記載する
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【不妊治療】⼀般不妊治療管理料
u算定要件

u治療計画の作成に当たっては、当該患者及びそのパートナーの病態、就労の状況を含む社
会的要因、薬物療法の副作⽤や合併症のリスク等を考慮する

u少なくとも６⽉に１回以上、当該患者及びそのパートナーに対して治療内容等に係る同意
について確認するとともに、必要に応じて治療計画の⾒直しを⾏う

u治療計画の作成に当たっては、関係学会から⽰されているガイドラインを踏まえ、薬物療
法等の治療⽅針について適切に検討すること。また、治療が奏効しない場合には、治療計
画の⾒直しを⾏う

u必要に応じて、連携する⽣殖補助医療を実施できる他院へ紹介を⾏う
u初回算定時に当該患者及びそのパートナーを不妊症と診断した理由について診療録に記載
u（７）初回算定時に、以下のいずれかに該当することを確認すること。

uア、当該患者及びそのパートナーが婚姻関係にあること。
uイ、当該患者及びそのパートナーが治療の結果、出⽣した⼦について認知を⾏う意向があるこ
と。
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【不妊治療】⼀般不妊治療管理料
u施設基準

u産科、婦⼈科、産婦⼈科⼜は泌尿器科を標榜する保険医療機関である
u産科、婦⼈科若しくは産婦⼈科について合わせて５年以上⼜は泌尿器科について５年以上
の経験を有する常勤の医師が１名以上配置されている

u⾃院において不妊症の患者に係る診療を年間２０例以上実施している
u⽣殖補助医療管理料に係る届出を⾏っている⼜は⽣殖補助医療管理料に係る届出を⾏って
いる他の院と連携している

u経過措置
u令和４年９⽉３０⽇までの間に限り、（２）から（４）までの基準を満たしているものと
する
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【不妊治療】⼈⼯授精
p（新）⼈⼯授精 １,８２０点

u算定要件
u要件を満たせば届出は不要
u不妊症の患者に対して⾏われた場合に算定
u当該患者⼜はそのパートナーが次のいずれかに該当する場合であって、妊娠を⽬的として
実施した場合に算定する。

uア、精⼦・精液の量的・質的異常
uイ、射精障害・性交障害
uウ、精⼦−頚管粘液不適合
uエ、機能性不妊

u⼈⼯授精の実施に当たっては、密度勾配遠⼼法、連続密度勾配法⼜はスイムアップ法等に
より、精⼦の前処置を適切に実施する

u上記前処置に係る費⽤は所定点数に含まれ別に算定不可
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【不妊治療】⼈⼯授精
p（新）⼈⼯授精

u算定要件
u治療に当たっては、関係学会から⽰されているガイドライン等を踏まえ、治療⽅針につい
て適切に検討し、当該患者の同意を得た上で実施すること。また、治療が奏効しない場合
には、⽣殖補助医療の実施について速やかに検討する

u必要に応じて連携する⽣殖補助医療を実施できる他院へ紹介を⾏うこと。

u施設基準
u産科、婦⼈科、産婦⼈科⼜は泌尿器科を標榜する保険医療機関である
u⼀般不妊治療管理料に係る届出を⾏っている保険医療機関である
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【不妊治療】⽣殖補助医療管理料
p（新）⽣殖補助医療管理料（⽉１回）（要届出）

p⽣殖補助医療管理料１ ３００点
p⽣殖補助医療管理料２ ２５０点
u対象患者

u⼊院中の患者以外の患者であって、⽣殖補助医療を実施している不妊症の患者
u不妊症の患者とは、特定のパートナーと共に不妊症と診断された者

u算定要件
u不妊症の患者であって、⽣殖補助医療を実施しているものに対して、当該患者の同意を得
て、計画的な医学管理を継続して⾏い、かつ、療養上必要な指導を⾏った場合

u初診料を算定する初診の⽇に⾏った指導⼜は当該初診の⽇の同⽉内に⾏った指導の費⽤は
初診料に含まれる別途算定不可
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【不妊治療】⽣殖補助医療管理料
p（新）⽣殖補助医療管理料（⽉１回）（要届出）

u算定要件
u不妊症の患者であって、⽣殖補助医療を実施しているもの（実施するための準備をしてい
る者を含み、当該患者⼜はそのパートナー（当該患者と共に不妊症と診断された者をいう。
以下同じ）のうち⼥性の年齢が当該⽣殖補助医療の開始⽇において４３歳未満である場合
に限る)に対して、⽣殖補助医療に係る医学的管理及び療養上必要な指導等を⾏った場合
に算定

u治療計画を作成し、当該患者及びそのパートナーに説明して同意を得るとともに、当該患
者に対する毎回の指導内容の要点を診療録に記載すること。なお、治療計画の作成に当
たっては、当該患者及びそのパートナーの病態、就労の状況を含む社会的要因、薬物療法
の副作⽤や合併症のリスク等を考慮する

u少なくとも６⽉に１回以上、当該患者及びそのパートナーに対して治療内容等に係る同意
について確認するとともに、必要に応じて治療計画の⾒直しを⾏う
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【不妊治療】⽣殖補助医療管理料
p（新）⽣殖補助医療管理料（⽉１回）（要届出）

u算定要件
u治療計画の作成に当たっては、関係学会から⽰されているガイドラインを踏まえ、薬物療
法等の治療⽅針について適切に検討すること。また、治療が奏効しない場合には、治療計
画の⾒直しを⾏う

u初回算定時に当該患者及びそのパートナーを不妊症と診断した理由を診療録に記載
u治療計画を作成し、当該患者及びそのパートナーに説明して同意を得た年⽉⽇を診療報酬
明細書の摘要欄に記載

u２回⽬以降の胚移植術に向けた治療計画を作成した場合には、その内容について当該患者
及びそのパートナーに説明して同意を得た年⽉⽇を診療報酬明細書の摘要欄に記載

u治療に当たっては、当該患者の状態に応じて、必要な⼼理的ケアや社会的⽀援について検
討し、適切なケア・⽀援の提供⼜は当該⽀援等を提供可能な他の施設への紹介等を⾏う
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【不妊治療】⽣殖補助医療管理料
p（新）⽣殖補助医療管理料（⽉１回）（要届出）

u算定要件
u当該管理料の初回算定時に、以下のいずれかに該当することを確認する

uア、当該患者及びそのパートナーが、婚姻関係にあること。
uイ、当該患者及びそのパートナーが、治療の結果、出⽣した⼦について認知を⾏う意向がある
こと。

u施設基準
u（１）産科、婦⼈科、産婦⼈科⼜は泌尿器科を標榜している保険医療機関
u（２）産科、婦⼈科若しくは産婦⼈科について合わせて５年以上⼜は泌尿器科について５
年以上の経験を有し、かつ、⽣殖補助医療に係る２年以上の経験を有する常勤の医師が１
名以上配置されている

u（３）⽇本産科婦⼈科学会の体外受精・胚移植に関する登録施設における⽣殖補助医療に
係る１年以上の経験を有する常勤の医師が１名以上配置されている

u（４）配偶⼦・胚の管理に係る責任者が１名以上配置されている
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【不妊治療】⽣殖補助医療管理料
p（新）⽣殖補助医療管理料（⽉１回）（要届出）

u施設基準
u（５）関係学会による配偶⼦・胚の管理に係る研修を受講した者が１名以上配置されてい
ることが望ましい

u（６）⽣殖補助医療管理料１を算定する施設については、以下の体制を有している
uア、看護師、公認⼼理師等の患者からの相談に対応する専任の担当者を配置している
uイ、社会福祉⼠等の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者を配置して
いる

uウ、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整及びこれらのサービスに関する情報
提供に努める

u（７）採卵を⾏う専⽤の室を備えているとともに、患者の緊急事態に対応するため緊急⼿
術が可能な⼿術室を有している

u（８）培養を⾏う専⽤の室を備えている
u（９）凍結保存を⾏う専⽤の室を備えていること。また、凍結保存に係る記録について、
診療録と合わせて保存する
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【不妊治療】⽣殖補助医療管理料
p（新）⽣殖補助医療管理料（⽉１回）（要届出）

u施設基準
u（10）当該保険医療機関において、医療に係る安全管理を⾏う体制が整備されている
u（11）安全管理のための指針が整備されていること。また、安全管理に関する基本的な考
え⽅、医療事故発⽣時の対応⽅法等が⽂書化されている

u（12）安全管理のための医療事故等の院内報告制度が整備されていること。また、報告さ
れた医療事故、インシデント等について分析を⾏い、改善策を講ずる体制が整備されてい
る

u（13）安全管理の責任者等で構成される委員会が⽉１回程度開催されていること。なお、
安全管理の責任者の判断により、当該委員会を対⾯によらない⽅法で開催しても差し⽀え
ない

u（14）安全管理の体制確保のための職員研修が定期的に開催されている
u（15）配偶⼦・胚の管理を専ら担当する複数の常勤の医師⼜は配偶⼦・胚の管理に係る責
任者が確認を⾏い、配偶⼦・胚の取り違えを防ぐ体制が整備されていること。
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【不妊治療】⽣殖補助医療管理料
p（新）⽣殖補助医療管理料（⽉１回）（要届出）

u施設基準
u（16）⽇本産科婦⼈科学会の体外受精・胚移植に関する登録施設であること。また、⽇本
産科婦⼈科学会のＡＲＴ症例登録システムへの症例データの⼊⼒を適切に実施する

u（17）緊急時の対応のため、時間外・夜間救急体制が整備されている⼜は時間外・夜間救
急体制が整備されている他院との連携体制を構築していること。

u（18）胚移植を実施した患者の出産に係る経過について把握する体制を有している
u（19）精巣内精⼦採取術に係る届出を⾏っている⼜は精巣内精⼦採取術に係る届出を⾏っ
ている他院と連携していることが望ましい。

u（20）国が⽰す不妊症に係る医療機関の情報提供に関する事業に協⼒する
u（21）毎年７⽉において、前年度における治療件数等を把握するため、所定の様式により
届け出る
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【不妊治療】⽣殖補助医療管理料
p（新）⽣殖補助医療管理料（⽉１回）（要届出）

u経過措置
p令和４年３⽉31⽇時点で特定治療⽀援事業の実施医療機関として指定を受けている保険医
療機関については、同年９⽉30⽇までの間に限り、（２）から（21）までの基準を満たし
ているものとする。

u施設基準
u産科、婦⼈科、産婦⼈科⼜は泌尿器科を標榜する保険医療機関である
u⼀般不妊治療管理料に係る届出を⾏っている保険医療機関である
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【不妊治療】内分泌学的検査
p（新）抗ミュラー管ホルモン（ＡＭＨ） ６００点（６⽉に1回）

u算定要件
u（１）不妊症の患者に対して、調節卵巣刺激療法におけるゴナドトロピン投与量の判断を
⽬的として実施した場合

u（２）抗ミュラー管ホルモン（ＡＭＨ）は、不妊症の患者に対して、調節卵巣刺激療法に
おけるゴナドトロピン投与量の判断のために、ＣＬＥＩＡ法⼜はＥＣＬＩＡ法により測定
した場合に算定可
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【不妊治療】採卵術
p（新）採卵術 ３,２００点

p１個の場合 ２,４００点
p２個から５個までの場合 ３,６００点
p６個から９個までの場合 ５,５００点
p10個以上の場合 ７,２００点

u算定要件

u要件を満たせば届出は不要
u不妊症の患者に対して⾏われた場合算定
u採取された卵⼦の数に応じ、注に掲げる点数をそれぞれ１回につき所定点数に加算
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【不妊治療】採卵術
p（新）採卵術

u算定要件
u当該患者⼜はそのパートナーが次のいずれかに該当する場合であって、体外受精⼜は顕微
授精に⽤いることを⽬的として、治療計画に従って実施した場合に算定する。

uア、卵管性不妊
uイ、男性不妊（閉塞性無精⼦症等）
uウ、機能性不妊
uエ、⼈⼯授精等の⼀般不妊治療が無効であった場合

u採卵術の実施前に、排卵誘発を⽬的として⽤いた薬剤の費⽤は別に算定可
u治療に当たっては、関係学会から⽰されているガイドライン等を踏まえ、治療⽅針につい
て適切に検討し、患者の同意を得た上で実施する
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【不妊治療】採卵術
p（新）採卵術

u施設基準
u産科、婦⼈科⼜は産婦⼈科を標榜する保険医療機関
u⽣殖補助医療管理料に係る届出を⾏っている保険医療機関
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【不妊治療】体外受精・顕微授精管理料
p（新）体外受精・顕微授精管理料

p１、体外受精 ４,２００点
p２、顕微授精

pイ、１個の場合 ４,８００点
pロ、２個から５個までの場合 ６,８００点
pハ、６個から９個までの場合 １０,０００点
pニ、10個以上の場合 １２,８００点

p（新）採取精⼦調整加算 ５,０００点

u精巣内精⼦採取術により採取された精⼦を⽤いる場合

p（新）卵⼦調整加算 １,０００点

u受精卵の作成に当たり受精卵作成の成功率を向上させることを⽬的として卵⼦活性化
処理を実施した場合
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【不妊治療】体外受精・顕微授精管理料
p（新）体外受精・顕微授精管理料

u算定要件
u要件を満たせば届出は不要
u不妊症の患者に対して、体外受精⼜は顕微授精及び必要な医学管理を⾏った場合
u体外受精及び顕微授精を同時に実施した場合は「１、体外受精」の所定点数の100分の50
に相当する点数及び「２、顕微授精」の所定点数を合算した点数により算定

u精巣内精⼦採取術で採取された精⼦を⽤いる場合は、採取精⼦調整加算５,０００点を所
定点数に加算

u「１、体外受精」は体外受精及び必要な医学管理を⾏った場合に算定
u「２、顕微授精」は、顕微授精及び必要な医学管理を⾏った場合に、顕微授精を実施した
卵⼦の個数に応じて算定
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【不妊治療】体外受精・顕微授精管理料
p（新）体外受精・顕微授精管理料

u算定要件
u当該患者⼜はそのパートナーが次のいずれかに該当する場合であって、当該患者及びその
パートナー（当該患者と共に不妊症と診断された者をいう。以下同じ)から採取した卵⼦
及び精⼦を⽤いて、受精卵を作成することを⽬的として治療計画に従って実施した場合に
算定

uア、卵管性不妊
uイ、男性不妊（閉塞性無精⼦症等）
uウ、機能性不妊
uエ、⼈⼯授精等の⼀般不妊治療が無効であった場合

u体外受精⼜は顕微授精の実施に当たっては、密度勾配遠⼼法、連続密度勾配法⼜はスイム
アップ法等により、精⼦の前処置を適切に実施すること。なお、前処置に係る費⽤は所定
点数に含まれ、採取精⼦調整加算を除き、別に算定不可
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【不妊治療】体外受精・顕微授精管理料
p（新）体外受精・顕微授精管理料

u算定要件
u体外受精⼜は顕微授精の実施に当たり、未成熟の卵⼦を⽤いる場合には、卵⼦を成熟させ
るための前処置を適切に実施すること。なお、前処置に係る費⽤は所定点数に含まれ、別
に算定不可

u治療に当たっては、関係学会から⽰されているガイドライン等を踏まえ、治療⽅針につい
て適切に検討し、当該患者の同意を得た上で実施する

u体外受精⼜は顕微授精の実施前の卵⼦⼜は精⼦の凍結保存に係る費⽤は、所定点数に含ま
れ別途算定不可

u施設基準
u産科、婦⼈科⼜は産婦⼈科を標榜する保険医療機関
u⽣殖補助医療管理料に係る届出を⾏っている保険医療機関
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【不妊治療】受精卵・胚培養管理料
p（新）受精卵・胚培養管理料

p１、１個の場合 ４,５００点
p２、２個から５個までの場合 ６,０００点
p３、６個から９個までの場合 ８,４００点
p４、10個以上の場合 １０,５００点

p注
pイ、１個の場合 １,５００点
pロ、２個から５個までの場合 ２,０００点
pハ、６個から９個までの場合 ２,５００点
pニ、10個以上の場合 ３,０００点
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【不妊治療】受精卵・胚培養管理料
p（新）受精卵・胚培養管理料

u算定要件
u要件を満たせば届出は不要
u不妊症の患者に対し体外受精⼜は顕微授精により作成された受精卵から初期胚⼜は胚盤胞
を作成することを⽬的に、受精卵及び胚の培養並びに必要な医学管理を⾏った場合に算定

u胚盤胞の作成を⽬的に管理を⾏った胚の数に応じ、注に掲げる点数をそれぞれ１回につき
所定点数に加算

u当該患者及びそのパートナーから採取した卵⼦及び精⼦を⽤いて作成された初期胚⼜は胚
盤胞について、胚移植術を⽬的として治療計画に従って培養及び必要な医学的管理を⾏っ
た場合に、培養した受精卵及び胚の数に応じて算定

u受精卵・胚培養管理料には、受精卵及び胚の培養に⽤いる培養液の費⽤その他の培養環境
の管理に係る費⽤等が含まれ別途算定不可

u治療に当たっては、関係学会から⽰されているガイドライン等を踏まえ、治療⽅針につい
て適切に検討し、当該患者の同意を得た上で実施する
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【不妊治療】受精卵・胚培養管理料
p（新）受精卵・胚培養管理料

u施設基準
u産科、婦⼈科⼜は産婦⼈科を標榜する保険医療機関
u⽣殖補助医療管理料に係る届出を⾏っている保険医療機関
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【不妊治療】胚凍結保存管理料
p（新）胚凍結保存管理料

p１、胚凍結保存管理料（導⼊時）
pイ、１個の場合 ５,０００点
pロ、２個から５個までの場合 ７,０００点
pハ、６個から９個までの場合 １０,２００点
pニ、10個以上の場合 １３,０００点

p２、胚凍結保存維持管理料 ３,５００点（１年に１回、３年限度）

u算定要件
u要件を満たせば届出は不要
u不妊症の患者に対して、凍結・融解胚移植に⽤いることを⽬的として、初期胚⼜は胚盤胞
の凍結保存及び必要な医学管理を⾏った場合
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【不妊治療】胚凍結保存管理料
p（新）胚凍結保存管理料

u算定要件
u「１、胚凍結保存管理料（導⼊時）」は、凍結保存を開始した場合に、凍結する初期胚⼜
は胚盤胞の数に応じて算定し、「２、胚凍結保存維持管理料」は、凍結保存の開始から１
年を経過している場合であって、凍結胚の保存に係る維持管理を⾏った場合に、当該凍結
保存の開始⽇から起算して３年を限度として、１年に１回に限り算定

u当該患者及びそのパートナーから採取した卵⼦及び精⼦を⽤いて作成された初期胚⼜は胚
盤胞について、胚移植術を⽬的として、治療計画に従って凍結保存及び必要な医学的管理
を⾏った場合に算定

u胚凍結保存管理料には、初期胚⼜は胚盤胞の凍結保存に⽤いる器材の費⽤その他の凍結保
存環境の管理に係る費⽤等が含まれ別途算定不可

u治療に当たっては、関係学会から⽰されているガイドライン等を踏まえ、治療⽅針につい
て適切に検討し、当該患者の同意を得た上で実施する

u妊娠等により不妊症に係る治療が中断されている場合で、患者及びそのパートナーの希望
により、凍結保存及び必要な医学管理を継続する場合には、その費⽤は患家の負担とする

p施設基準

p（１）産科、婦⼈科⼜は産婦⼈科を標榜する保険医療機関
p（２）⽣殖補助医療管理料に係る届出を⾏っている保険医療機関
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【不妊治療】胚凍結保存管理料
p（新）胚凍結保存管理料

u施設基準
u産科、婦⼈科⼜は産婦⼈科を標榜する保険医療機関
u⽣殖補助医療管理料に係る届出を⾏っている保険医療機関
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【不妊治療】胚移植術
p（新）胚移植術

p１、新鮮胚移植の場合 ７,５００点
p２、凍結・融解胚移植の場合 １２,０００点

u算定要件
u要件を満たせば届出は不要
u不妊症の患者に対して⾏われた場合に算定
u当該患者の治療開始⽇の年齢が４０歳未満である場合は患者１⼈につき６回に限り、４０
歳以上４３歳未満である場合は、患者１⼈につき３回に限り算定する

uただし、次の児の妊娠を⽬的として胚移植を実施した場合には、その治療開始⽇の年齢が
４０歳未満である場合は、患者１⼈につき６回に限り、４０歳以上４３歳未満である場合
は、患者１⼈につき３回に限り算定する
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【不妊治療】胚移植術
p（新）胚移植術

u算定要件
u当該患者及びそのパートナーから採取した卵⼦及び精⼦を⽤いて作成された初期胚⼜は胚
盤胞について、妊娠を⽬的として治療計画に従って移植した場合であって、新鮮胚を⽤い
た場合については「１、新鮮胚移植の場合」を、凍結胚を融解したものを⽤いた場合につ
いては「２、凍結・融解胚移植の場合」を算定

u胚移植術の実施のために⽤いた薬剤の費⽤は別に算定可
u凍結・融解胚移植の実施に当たっては、胚の融解等の前処置を適切に実施すること。なお、
前処置に係る費⽤は所定点数に含まれ別に算定不可

u治療に当たっては、関連学会から⽰されているガイドライン等を踏まえ、治療⽅針につい
て適切に検討し、当該患者の同意を得た上で実施する

166



【不妊治療】胚移植術
p（新）胚移植術

u算定要件
u治療開始⽇の年齢とは、初回の胚移植術については、当該採卵に係る治療計画を作成した
⽇における年齢をいう。また、２回⽬以降の胚移植術のうち、改めて採卵を実施しないも
のについては、当該胚移植術に係る治療計画を作成した⽇における年齢をいい、２回⽬以
降の胚移植術のうち、改めて採卵を実施するものについては、当該採卵に係る治療計画を
作成した⽇における年齢をいう。

u施設基準
u産科、婦⼈科⼜は産婦⼈科を標榜する保険医療機関
u⽣殖補助医療管理料に係る届出を⾏っている保険医療機関
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【不妊治療】胚移植術
p（新）胚移植術

p アシステッドハッチング １,０００点
p ⾼濃度ヒアルロン酸含有培養液 １,０００点

u算定要件
u胚移植術において、アシステッドハッチングを実施した場合は、１,０００点を所定点数
に加算

u胚移植術において、⾼濃度ヒアルロン酸含有培養液を⽤いた前処置を実施した場合は、
１,０００点を所定点数に加算
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【不妊治療】⾎液学的検査
p（新）Ｙ染⾊体微⼩⽋失検査 ３,７７０点（患者１⼈につき１回）

u算定要件
u要件を満たせば届出は不要
u不妊症の患者であって、⽣殖補助医療を実施しているものに対して、精巣内精⼦採取術の
適応の判断を⽬的として実施した場合に算定

uＹ染⾊体微⼩⽋失検査は、不妊症の患者に対して、精巣内精⼦採取術の適応の判断のため
に、ＰＣＲ−ｒＳＳＯ法により測定した場合に算定

u施設基準
u次のいずれかに該当すること。

uア、⽣殖補助医療管理料に係る届出を⾏っている保険医療機関
uイ、精巣内精⼦採取術に係る届出を⾏っている保険医療機関

u遺伝カウンセリング加算に係る届出を⾏っている⼜は遺伝カウンセリング加算に係る届出
を⾏っている他院との連携により当該カウンセリングを⾏うにつき⼗分な体制が整備され
ていることが望ましい。
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【不妊治療】精巣内精⼦採取術
p（新）精巣内精⼦採取術（要届出）

p１、単純なもの １２,４００点
p２、顕微鏡を⽤いたもの ２４,６００点
u算定要件

u不妊症の患者に対して⾏われた場合算定
u「１、単純なもの」は精巣内精⼦採取術を⾏った場合に算定
u「１、単純なもの」は以下のいずれかに該当する患者に対して、体外受精⼜は顕微授精に
⽤いるための精⼦を採取することを⽬的として実施した場合に算定

uア、閉塞性無精⼦症
uイ、⾮閉塞性無精⼦症
uウ、射精障害等の患者であって、他の⽅法により体外受精⼜は顕微授精に⽤いる
精⼦が採取できないと医師が判断したもの
uウの場合は当該⼿術を実施する必要があると判断した理由を診療報酬明細書
の摘要欄に記載
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【不妊治療】精巣内精⼦採取術
p（新）精巣内精⼦採取術（要届出）

u算定要件
u「２、顕微鏡を⽤いたもの」は顕微鏡下精巣内精⼦採取術を⾏った場合に算定
u「２、顕微鏡を⽤いたもの」は以下のいずれかに該当する患者に対して、体外受精⼜は顕
微授精に⽤いるための精⼦を採取することを⽬的として実施した場合に算定
uア、⾮閉塞性無精⼦症
uイ、他の⽅法により体外受精⼜は顕微授精に⽤いる精⼦が採取できないと医師が判断
した患者
uイの場合は当該⼿術を実施する必要があると判断した理由を診療報酬明細書の摘
要欄に記載

u精巣内精⼦採取術の実施前に⽤いた薬剤の費⽤は別に算定可
u治療に当たっては、関係学会から⽰されているガイドライン等を踏まえ、治療⽅針につい
て適切に検討し、当該患者の同意を得た上で実施すること。
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【不妊治療】精巣内精⼦採取術
p（新）精巣内精⼦採取術（要届出）

u施設基準
u（１）次のいずれかに該当すること。

uア、次のいずれの基準にも該当すること。
u①泌尿器科を標榜する保険医療機関
u②泌尿器科について５年以上の経験を有する常勤の医師が１名以上配置
u③⽣殖補助医療管理料に係る届出を⾏っている⼜は⽣殖補助医療管理料に係る届
出を⾏っている他院と連携していること。

uイ、次のいずれの基準にも該当すること。
u①産科、婦⼈科⼜は産婦⼈科を標榜する保険医療機関
u②精巣内精⼦採取術について過去２年に10例以上の経験を有する常勤の医師⼜は
泌尿器科について５年以上の経験を有する医師が１名以上配置

u③⽣殖補助医療管理料の届出医療機関
u④泌尿器科を標榜する他院との連携体制を構築している
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【不妊治療】精巣内精⼦採取術
p（新）精巣内精⼦採取術（要届出）

u施設基準
u緊急時の対応のため、時間外・夜間救急体制が整備されている⼜は時間外・夜間救急体制
が整備されている他の保険医療機関との連携体制を構築している

u経過措置
u令和４年３⽉３１⽇時点で特定治療⽀援事業の実施医療機関として指定を受けている保険
医療機関については、令和４年９⽉３０⽇までの間に限り、上記の基準を満たしているも
のとする。
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ご静聴・ご視聴
ありがとうございました
MSGチャンネルにて様々な

情報提供を⾏なっております。

拙著がじほう社より刊⾏予定です。

『患者さんと共有できる外来点数マニュアル ２０２２年度版』

https://www.jiho.co.jp/shop/list/detail/tabid/272/catid/10800/pdid/54088/Default.aspx
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